平成 31 年 2 月 15 日
日本女子テニス連盟千葉県支部
平成 31 年度総会議事録
期日

平成 31 年 2 月 15 日（金）
9 時 30 分～10 時 00 分
10 時 05 分～11 時 40 分

受付・資料配布
総会

会場

スポーツ科学センター：アリーナ

出席者

顧問 1 名、支部長・理事長・新旧理事 23 名、新旧会計監事 3 名、新人材バンク委員長 1 名、旧
幹事 11 名、クラブ代表 204 名、個人会員 41 名

議事進行：大井理事

書記：奥田理事

合計 284 名

補佐：久保理事

１．開会の言葉：石黒理事長
皆様おはようございます。
只今より平成 31 年度日本女子テニス連盟千葉県支部総会を開会致します。
２．支部長挨拶：須藤支部長
皆様おはようございます。本日はお忙しい中、支部総会に出席していただきありがとうございます。皆
様にご利用いただいておりますネットエントリーですが、今年で 3 年目に入ります。現在 95％以上の普及
率となり、多くの皆様にご利用いただき、とてもうれしく思っています。そして、今年に入りホームペー
ジもリニューアルしました。
「とてもきれいになった。」
「見やすくなった。」という声をいただいておりま
す。ホームページもネットエントリーも多くの方のご協力をいただいています。携わっていただいた皆様
に感謝したいと思います。ありがとうございました。
さて、今年の支部大会は昨年と少し変わった点がありますので、ご案内したいと思います。3 月に行わ
れます軽井沢カップ、昨年会場でもインフォメーションを張らせていただきましたが、今年からの代表は
来年以降の参加を不可とさせていただきました。こちらは、ひとりでも多くの方に、軽井沢という素敵な
会場で団体戦を楽しんでいただきたいという思いからの変更ですので、ご理解いただきたいと思います。
そして、桑名杯ですが、こちらも昨年会場にインフォメーションを張らせていただきましたが、今年から
白井会場は開催いたしません。残念なことに、桑名杯の申し込みが減少していますので、その対応となり
ます。また来年から白井会場が復活できるように、多くの方の参加をお待ちしています。また、全国レデ
ィース大会ですが、今までは県代表のトーナメント 1 本でしたが、今年はベテラーノ大会という 60 歳以
上の方を対象としたサブ大会を並行して行う予定です。こちらは全国大会がありません。支部の大会です。
そして、皆様に愛されていました 350 大会ですが、昨年の 12 月で最後とさせていただきました。
「とても
残念です。
」という声と、
「来年からはどんな楽しい団体戦にしてくれるのですか？とても楽しみです。」
という声がありました。今年は Winter Cup と名前を変え、年齢別の 2 ペアを 1 チームとした団体戦とな
ります。その上位 2 チームは、2 月に昭和の森で行われるバレンタインカップという八都県の親睦の団体
戦の千葉県代表の参加資格を得ます。4 人で仲良く決勝大会で優勝を目指して頑張っていただきたいと思
います。詳細はホームページでご確認いただきたいと思います。
皆様は会長杯、井上早苗杯、5 県 1 府シニア親睦大会という親睦の大会があることをご存知でしょうか？
会長杯・井上早苗杯は、既にホームページにアップされていますが、女子連本部主催による各支部を回る
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年齢別の大会です。今年の会長杯は岡山県、井上早苗杯は秋田県開催となっています。そして 5 県 1 府で
すが、昨年までは石川県・長野県・三重県・京都府・千葉県の 4 県 1 府でしたが、今年からは奈良県が加
わり 5 県 1 府となりました。こちらは、この各支部を回っての県対抗の大会です。今年は三重県で開催さ
れます。この 3 大会とも旅行とテニスを合わせたとても楽しい大会となっています。日本全国にお友達が
できるチャンスですので、お誘い合わせの上、是非参加していただきたいと思います。
それでは、今日の総会よろしくお願いします。お手元の書類を参考にお付き合いいただきたいと思いま
す。今日、お聞きになりました内容は、各クラブに持ち帰り、皆さんにお伝えいただきたいのでよろしく
お願いします。
３．顧問挨拶：松内顧問
皆様おはようございます。只今ご紹介いただきました顧問の松内です。よろしくお願いします。今日は
久しぶりに支部の行事に参加し、懐かしい顔ぶれと会員の皆様にたくさんお会いすることができ、非常に
嬉しく思っています。
今年は役員改選の年です。石黒理事長をはじめとして今年退任される理事の皆様、本当にご苦労様でし
た。続投される理事の皆様、今年新しく理事になられる皆様、また、今日いらしているクラブ代表の皆様、
会員の皆様、皆様のお力なしでは千葉県支部は成り立ちません。これからもよろしくお願いいたします。
昨年末からの大阪なおみ選手の活躍と錦織選手の復調の兆しで、日本のテニス界は非常に活気づいてお
ります。テニスをされる方、私たちの様にテニスを楽しまれる方がたくさん増えることを願っております。
東京オリンピックも来年です。千葉県支部も皆さんの力を合わせて、色々盛り上がっていきたいと思いま
すので、ご協力をよろしくお願いします。以上。
４．議題
（１)平成 30 年度行事報告：野澤競技理事
・会報 58 号 前期 P28、後期 P29 参照。
・2018 ブリヂストンバレンタインカップ結果 HP 参照。
⇒承認。
（２）平成 30 年度広報報告：長谷部広報理事
広報の主な業務はホームページの更新と管理、年 1 回の会報誌の発行である。
〈ホームページ〉
昨年 12 月に HP をリニューアルした。新しい HP ご覧いただけたか？昨今の HP の活用の重要性から、
人材委員会の専門知識のある方に新しい HP を一から作っていただいた。会員の皆さんに正確な情報を最
速でお届け出来るように更新していきたいと思う。スマートフォンの普及でどこからでも閲覧でき、大
会申込も迅速に出来ると思う。大会名から概要へ、大会要項も探しやすく結果・ギャラリーがまとまっ
ている。トップページの写真は旬な行事や大会写真を載せている。毎日でもチェックしてみて欲しい。
〈会報〉
広報委員会は、広報理事と各ブロックから幹事 2 名の計 13 名が活動した。大会最終日のレポート、入
賞者の写真撮影、コメントの依頼などである。特に幹事さんには、ブロック大会の写真をたくさん撮っ
ていただいた。年々、ブロック大会のチーム衣装の完成度が高くなってきた。衣装作りで頑張りすぎな
いように、テニスの試合を楽しんで欲しい。又、表彰式後の写真撮影が、スムーズにいくようご協力を
お願いしたい。
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会報誌、今年は千葉県カラーの赤にした。是非、隅から隅まで、又はパラパラでも読んでいただけた
らと思う。そして、クラブ会員まで届けて欲しい。
千葉県支部は、ホームページも会報誌も他支部より評判がいいと自負している。4 年間、12 名の幹事
さんと連携して、一緒に会報誌の制作に携われたことに感謝する。ありがとうございました。
・JLTF（本部）会報は 3 月のルール講習会にて配布予定。

以上

⇒承認。
（３）平成 30 年度審判行事：峯審判理事（代読：大井理事）
会報 58 号 30 ページ参照。
・支部大会では団体戦を除く 8 つの大会で審判を務めた。
・女子連本部から依頼の全国レディーステニス全国決勝大会の運営に参加。
・女子連以外に千葉県・関東・日本の各テニス協会の依頼でも活動している。
・審判委員 42 名で、のべ 1400 件の活動。
来年のオリンピックに向けてまだまだ審判委員の仲間を必要としている。審判の世界に一歩足を踏み入
れて、選手とは違うテニスの楽しみ方を是非体験してみて欲しい。会場で皆さまの声掛けをお待ちして
いる。
⇒承認。
（４）平成 30 年度総務報告：坂口総務理事
総務の主な業務はクラブ登録・新規入会・変更届の受付など、会員名簿の管理である。
＊変更届 … 総務へ郵送
・住所・氏名・電話番号等、名簿に変更がある場合
・自己申告で進級する場合
ただし、友納杯・桑名杯・楢崎杯などで進級した場合は、大会担当者からの連絡で変更するので変更
届は不要。
＊新規入会届 … 総務へ郵送
・年度中いつでも受け付けている。
・会費等を払い込み後、入会申込書を総務へ郵送する。
・大会開催期間中は大会本部へ持参しても受け付け可。
・各大会の申込締切日までに入会すると、その大会から参加できる。
＊他県との重複登録について
・千葉県支部では、他支部への入会及び他支部からの重複登録を認めている。
・他支部への入会は受け入れ支部が認めれば可。
＊新規クラブ登録・クラブ移籍
・新規クラブ登録・クラブ移籍・個人登録会員への移籍及び個人登録会員からクラブ登録会員への移
籍は、年度途中は不可。年度末の定められた期間に手続きをすること。
＊平成 3１年度会員数
・継続会員 2,311 名、新規入会 79 名、合計 2,390 名でスタートした。
クラブ登録は、204 クラブ。 新規クラブは 4 クラブ。
・各ブロックの会員数
Ａブロック 381 名

Ｂブロック 374 名

Ｃブロック 613 名

Ｄブロック 481 名

Ｅブロック 344 名

Ｆブロック 197 名
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＊個人登録会員について
・個人登録会員はＡ～Ｆのいずれかのブロックに帰属しているので、春季親睦大会・ブロック大会は、
各自のブロックで申し込むこと。
・個人登録会員の方の継続の時期は 11 月。
HP に継続のお知らせを掲載するので各自で手続きすること。
＊連絡網について
・連絡網は毎年新しいものを作成しているので、昨年度までのものを持っている方は必ず破棄するこ
と。
・連絡網は重要な連絡のある場合にのみ利用する。
・大会期間中の雨天中止等の連絡はホームページの掲示板で確認すること。
・連絡網は全会員へ「正確で速やかな連絡」が行き渡る様にご協力をお願いする。
なお、個人登録会員の方の連絡網は無いので、HP の掲示板で確認すること。
・連絡網はメール配信が主になっているが、緊急に電話をする場合があるので知らない番号からの電
話にも出るようにお願いする。
・役員は全クラブ代表の返信を待っているので、メールによる連絡には必ず速やかに返信をすること。
＊名簿の名前、電話番号の確認 → 訂正なし
＊総務への問い合わせについて
・ホームページから問い合わせをする際には、女子連のアドレスを「受信許可」に設定しておくこと。
⇒承認。
（５）平成 30 年度事務局報告：岡山総務理事
事務局の業務は、主に千葉県支部への大会参加料等の入金確認を行っている。また、女子連本部や他団
体から届く各種大会案内や連絡事項などの受取り窓口である。
平成 30 年度事務局活動報告
＜入金確認＞
1・2 月 30 年度会員登録の年会費等

7・8 月 ソニー生命カップ全国レディース千葉県大会

軽井沢Ｃｕｐ、パール杯

8 月 クローバー杯

3 月 ルール講習会、友納杯
4 月 桑名杯千葉県大会

9 月 クレスト６０千葉県大会
10 月 秋季ブロック大会

5 月 ピンクリボンレディーステニス千葉県大会 11 月 350 大会
6 月 鳥井杯、楢崎杯

12 月 個人会員登録更新の入会金等の確認

＊通年で新規入会者会費等の入金確認を行った。
＜窓口業務＞
・本部主催で都道府県大会を行う以下の大会要項を受取り担当者へ配信
第 37 回桑名杯レディーステニス大会
第 16 回ピンクリボンレディーステニス大会
第 29 回ファミリエンジョイテニス大会
ソニー生命カップ第 40 回全国レディーステニス大会
・本部主催の大会案内・要項を受取りＨＰアップ依頼
第 11 回会長杯グリーン・ヴィーチームテニス北海道
第 21 回井上早苗杯ＧＯＧＯテニスフェスティバル高知
4 県 1 府親睦テニス大会
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2018 サエラ奈良大会
＜その他＞
東レ PPO チケットの女子連価格での先行販売窓口業務

以上、活動報告。

⇒承認
≪注意事項≫ 払込取扱票－大会用 通信欄 記入必須項目を見ながら
・大会参加料も払込取扱票での入金をお願いしている。
理由は２つ。どなたでも使えること、通信欄を活用できること。
各大会、参加料と申し込みの突き合わせをしている。入金確認と申し込みが一致して申し込み完了と
なるので、必ず通信欄に必須項目の記入をお願いする。
・大会により参加資格が違うので、通信欄に書いてもらう項目も異なる。各大会 HP の「払込の仕方」に
詳しく書かれている。本日配布した一覧表も活用して欲しい。
・団体戦は、チームキャプテンが払込・申し込みを行うこと。
・ピンクリボン大会、全国レディース大会は会員とフリーで参加費が違うので、明細は人ベースで記入。
・区分がたくさんある大会の明細は、申込をするクラスや級のみ記入すればよい。
・通信欄このままを PC の画面で見ながらデータをつくるので、丁寧に楷書で記入。
・わからないことは、各大会の大会アドレスにメールにて問合せしてください。
（６）人材バンク委員会活動報告：宇野人材バンク委員長（代読：大井理事）
会報 58 号 30 ページ参照。
⇒承認。
（７）平成 30 年度決算報告：小松会計理事
平成 30 年度決算報告書 別紙参照
⇒承認
（８）平成 30 年度会計監査報告
＜一般会計＞：森澤会計監事
会計監査は年 2 回行っている。本年度は前期を平成 30 年 10 月 20 日、後期を平成 31 年 1 月 13 日、両
日とも午前 9 時半から午後 5 時まで長沼コミュニティセンター会議室で行った。
平成 30 年度一般会計の監査について、各種預金通帳・出納帳・元帳・伝票・各計算書・決算報告書等
を細部にわたり厳正に監査した結果、適正であることを認める。
＜大会会計＞：青木会計監事
平成 30 年度の各大会・全国レディース大会・ピンクリボン大会について、通帳・出納帳・元帳・伝票・
各計算書・決算報告書等を細部にわたり厳正に監査した結果、適正であることを認め、会員の皆様に
報告する。
⇒承認。
（９）平成 31 年度行事計画案：石黒理事長
会報 58 号 33 ページ参照。
・日程が変更になったところについては、総会後の HP に記載。
・HP にアップされる大会要項で日程・会場を確認し、記入漏れの無いよう申し込みをしてほしい。
⇒承認
（１０）平成 31 年度予算案：安池会計理事
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平成 31 年度収支予算案 別紙参照
⇒承認…（案）を消す
（１１）退任役員挨拶
理事長、各理事、森澤会計監事、Ａ～Ｆブロック幹事
（１２）平成 31 年度役員紹介
支部長

須藤薫

理事長

小松嘉津子

総務理事

坂口育子（総務）

会計理事

安池貴実代

広報理事

白川真美

審判理事

岩田美枝子

競技理事

酒井知代子

粟津真理子（事務局）

久保淳子

鈴木良枝

川西淑子

奥田マリ子

ブロック理事 （Ａ）田村幸枝 （Ｂ）寺田良子 （Ｃ）立野優子 （Ｄ）野口博子
（Ｅ）平山貴子
会計監事

青木紀子

人材バンク委員長

（Ｆ）青木幸恵

入沢寿子

大塚夕美

ブロック幹事 （Ａ）池田久美子 牧野ひと美

（Ｂ）鳥海明子 井田宏子

（Ｃ）伴みち子 嘉山和子

（Ｄ）石毛聖名子 川本みどり

（Ｅ）後藤久恵 青野しのぶ

（Ｆ）小川美智代 古川まり子

⇒承認
５．その他
（１）ルール講習会のお知らせ：岩田審判理事
別紙参照。
恒例となっている年度初めの「ルール講習会」を 3 月 22 日（金）に開催する。今年は、大会運営を先導
する競技委員長と審判理事とで講習する。各クラブ１名以上ご参加頂き、お聞きになったことをクラブ
の皆さんに説明してほしい。ルールブックの内容は毎年少しずつ変わっているで、最新の 2019 年版をク
ラブに１冊は購入してください。
（２）競技からのお願い：酒井競技理事
ブロック集会で伝えたが、今年も大会について要項の発送がない。クラブ代表はこまめに HP の確認をし
てほしい。また、クラブ代表だけではなく、クラブ会員のみなさまと一緒に確認できるとよい。
Ⅰ．大会申込み上の注意点について
ブロック集会で「申込の仕方」を説明したように、各大会参加資格が違う。申込締切後、ドロー会議ま
でに会員名簿と申込内容を照らし合わせ、参加資格や本人確認を行っている。
＊まず、申し込みは必ずペアで確認し、どちらか一方の所属クラブから申し込む。
＊ネット申込について
・女子連 HP からネットで大会に申し込むことが出来るようになった。PC でも、またブロック集会で試
した通り、スマホからでもできる。
・クラブ代表がまず一括で払い込みをし、その後 HP の申込画面を熟読し、手順に沿ってまとめて申し込
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みをする。団体戦についてはチームキャプテンが払い込みをし、そのあとで申し込みをするよう、ク
ラブ代表のみなさまからアドバイスをお願いしたい。
・申込手続き後、すぐに返信メールが届く。受信メール設定にセキュリティをかけている方は女子連ア
ドレスを受信可にしてください。返信メールの内容に間違いがないかどうか、必ず確認することが大
事。24 時間以内に返信メールが届かない、入力を間違えてしまった等、その他の申込に関する問い合
わせも、画面上にある『大会問い合わせアドレス』ですぐに問い合わせできる。不安だからと申込ボ
タンを 2 度クリックしない様にしてください。
＊郵送申込について
女子連 HP より、大会申込書をダウンロードし、印刷した用紙に記入。
・友納杯は級ごとに申込書を分ける。桑名杯・ピンクリボン大会・楢崎杯は会場ごとに分ける。更に、
パール杯と同様、桑名杯・ピンクリボン大会・クローバー杯は年齢別の大会なので組別に分ける。
・名前は、女子連登録の通りにボールペンで楷書で書く。修正テープ、修正液で直してあるものは認め
られない。訂正線を引き次の欄に新たに書き直す。
・払込後の受領証は紛失を防ぐ為ホチキス等ではなく、四隅に糊付けして貼付する。
・複数の会場（天台・柏）に申込みの場合、支払は一括で結構だが、受領証のコピーをそれぞれの申込
書に貼付するか、１つの会場に貼付し、貼付欄に『～会場に貼付』と書く。
・封筒に入れる前に記入漏れがないか再度確認をし、一部コピーをして手元に残しておく。
・封筒の表にクラブ番号、クラブ名、差出人氏名の記入をしてください。
・締切２～３日前の投函では届かなかったこともあるので、余裕を持った日にちに投函する。
・書留では送らない。
・郵送先住所は本日配布した封筒の中の名簿を参照する。
＊クラブ番号、クラブ名、漢字、ふりがな、生年月日などが、名簿と違っていて照合が出来ない場合、
皆さん（クラブ代表者）に連絡がいく。電話をかけても出られない方が多いこともあり、ショートメ
ールに用件をいれたいので、申込時には携帯番号を忘れず入力または記入をしてください。
注意事項をよく読み、入力・記入漏れや間違いのない様にご協力宜しくお願いします。
Ⅱ．各大会について
①春季親睦大会について
・予備日がない為、万一雨で中止となった場合の返金方法がないので参加料は当日払いになる。
・D ブロックと F ブロックは合同開催なので、どちらの方と組んでも構わない。その時、申込みは必ず
どちらか一方のブロックから申込む。A・B・C・E ブロックは所属しているブロックのみでの参加とな
る。
・この大会もネット申込ができるので、是非ご利用ください。郵送で申込書を送る前には、正規のブロ
ックで参加記入してあるか等、クラブ代表がしっかりと確認する。郵送先は、本日お配りした名簿に
記載してある各担当理事へ。
②友納杯・桑名杯・鳥井杯・楢崎杯について
これらの大会名は大会創設に関わられた方のお名前を使っている。どうぞ、呼び捨てにせず○○杯と
呼ぶ様にお願いします。
③楢崎杯について
D 級会員であれば桑名杯に不参加でも出場できる。
④ピンクリボン・全国レディース大会参加資格について
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参加資格をホームページで確認してから、申込む。
⑤クローバー杯について
過去ベスト４入賞者・2018 年からの花組優勝・準優勝ペアは以後の大会は組めない。
ペアが組めるのは、65 歳以上の藤・桜組です。
⑥関東八都県大会・バレンタインカップの代表選手選出について
千葉県在住者以外の会員の方については、関東八都県大会とバレンタインカップにつながる県代表選
手を決定する友納杯・桑名杯・クローバー杯・Winter Cup の試合参加は可能だが、代表選考外となる。
Ⅲ．大会中の忘れ物について
毎年、忘れ物が多い。大会ごとに開催中はディレクターが保管している。大会終了後は処分するので、
気が付いたら、すぐに連絡して早めに取りに来てください。
（保管場所がないので忘れ物のないように）
Ⅳ．大会中の質問について
試合中に、わからない事や、納得のいかない事があった場合は、すぐにＲＵ（審判）やレフェリーを呼
んでください。誰に聞いていいかわからない場合は本部役員に気軽に声をかけてください。
Ⅴ．各会場の管理事務所からのお願い
＊天台会場
１６号を入った所から時速２０㎞の徐行運転をする。必ず駐車場に入れる。コート脇の道路は駐停車
禁止なので、ちょっとした乗り降りの際も駐車場に止める。可能な方は公共交通機関の利用をしてく
ださい。県スポーツセンター内でのひったくりや置き引きの事件等の報告がある。貴重品の管理には
気を付けて、またその他食べ物を狙ったカラスの被害にも注意してください。
＊鷹之台会場
駐車場が限られている。なるべく乗合せでお願いします。選手優先なので、応援の方は駐車できない
場合がある。
＊フクダ電子ヒルスコートと柏の葉公園の駐車場は有料。こちらは利用者各自負担となる。
競技からのお願いは以上。本日の内容はそれぞれクラブに持ち帰り、会員の皆様へお伝えください。
（３）質疑応答

なし

６．閉会の言葉：石黒理事長
皆さま、お疲れ様でした。平成 31 年度千葉県支部の総会を閉会いたします。

発行責任者
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須藤 薫

