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日本女子テニス連盟千葉県支部 

 

2020年度総会議事録 

期日 2020年 2月 14日（金） 

 9時 30 分～10時 00分 受付・資料配布 

 10時 05 分～11時 50 分 総会 

会場 スポーツ科学センター：アリーナ 

出席者 支部長・理事長・理事 16名、新旧会計監事 3名、人材バンク委員長、旧幹事 12名 

クラブ代表 200名、個人会員 38 名、一般会員 2名 合計 274名 

議事進行：川西理事  書記：野口理事  補佐：田村理事 

 

１．開会の言葉：小松理事長 

皆様おはようございます。 

只今より 2020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。昨年

千葉県は台風 15号、19号の直撃を受けました。そして台風 21号の影響による豪雨被害を受け被災地とな

ってしまいました。未だに復旧が進んでいない地域の方も多くいらっしゃると思います。心よりお見舞い

申し上げます。この被害に対しまして女子連本部から義援金をいただきました。義援金を通して元気にな

ってくださいと言う言葉も頂きました。千葉県はこの義援金を 3月 23日の復興支援講習会と 11月に行わ

れますブロック大会に充当したいと思います。復興支援講習会とは、女子連本部から講師の方が来て頂い

て、開催する講習会です。今回は初級者、初心者の方を対象とした講習会となっております。多くの方の

出席をお待ちしております。詳しくは春季親睦大会の要項に記載していますのでご覧ください。 

昨年は新しい大会を 2つ開催しました。1つは全国レディースのベテラーノの部です。「全国レディースに

エントリーして若い子と試合しても仕方がないから」と言って離れていった方々が多く戻ってきてくださ

いました。開催してよかったなと思っております。今年も開催しますので多くの方の参加をお待ちしてお

ります。そして Winter Cup。前回まで開催しておりました 350大会と代わった形の団体戦となりました。

ルビークラスの上位 2チームは 2月に昭和の森で開催されます関東八都県親睦の大会、バレンタインカッ

プの千葉県代表としての参加資格を得ます。今年も開催致しますので多くの皆様の参加をお待ちしており

ます。         

そして 2020 年度のお知らせがあります。1つはエントリー費の値上げです。こちらは会員数の減少、大会

エントリー数の減少、昨年の消費税アップに伴うコート代・ボール代の値上がりへの対応になります。皆

様に負担をかけて申し訳ないと思っておりますけれども、大会も今年度からいくつかの大会で、大会使用

日数と使用コート面数を減らすようにしております。 

そして理事会、大会運営にかかる費用、諸経費などの見直しをし、削減を実施しております。 

ご理解頂き、ご協力お願いします。 

そしてもう 1件、クレスト 60という大会を昨年まで開催しておりました。こちらは本部主催によりますク

レストレディース大会の 60歳の部の千葉県代表の選出大会でしたが、これを昨年度で終了としまして、先

ほど話をしましたベテラーノの部を対象の大会にしたいと思っています。多くの皆様の参加をお待ちして
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おりますが、こちらはホームページアップ・要項の記載・会場での張り紙は NGとされています。これは全

国レディースとクレストレディースのスポンサー様が違うということで、片方の大会の予選を片方にあて

るという事をしないようにして下さいと本部からの指示がありました。ですが、口コミだったら大丈夫で

すというふうに言われています。そこで皆様にお願いがあります。「今年のベテラーノの部で優勝したら、

クレストレディース 60歳の部千葉県代表になれるよ」とクラブの皆様に伝えて頂きたいと思います。皆様

のご協力だけが頼りですのでどうぞよろしくお願いします。 

そして最後に、現在支部の大会は 12 大会開催しております。そして去年からは障害者テニスのお手伝いも

始めました。皆様は日本障がい者立位テニス協会をご存知でしょうか。障害があるけれども、車椅子を使

わずに自分達の足でテニスがしたい。そういう方達を強化し、普及しているテニス協会です。昨年日本選

手権のお手伝いをしました。今年は 5月に開催されます世界選手権のお手伝いをします。理事 18人と審判

部の皆さん、人材委員会の皆さんで一生懸命やって行こうと思っておりますが、やはり人数が揃わない日

もあります。ここでまた皆さんにお願いがあります。是非人材委員会の登録をお願いしたいと思います。

テニスがない時、仕事がお休みの時ならお手伝いしてもいいかなと思っていらっしゃる方、本日は人材委

員会の大塚委員長もいらしておりますので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。ホームページのお問

い合わせメールからも人材の方に進めますのでそちらでの確認もよろしくお願いします。 

では総会を始めたいと思います。お手元の書類を参考に、各理事からの報告をお聞きください。今日はよ

ろしくお願いします。 

 

３．議題 

（１)2019年度行事報告：鈴木競技理事 

・会報 59号 前期 P30、後期 P31 参照。 

・2019 ブリヂストンバレンタインカップ結果 HP参照。 

⇒承認。 

（２）2019 年度広報報告：白川広報理事 

 広報の主な業務は、ホームページの更新と管理、そして年 1回の会報誌の発行である。 

＜ホームページ＞ 

人材委員会の原田由紀氏に編集をお願いしている。各大会の要項・ドロー・結果・ギャラリーもまとまっ

ていて、閲覧しやすくなっている。スマートフォンの普及により、どこからでも手軽に大会情報を確認でき、

大会申込みも簡単に出来るようになった。会員の皆さまのご協力により、昨年度のネット申込み率は 95％

を超えた。今年度も会員の皆さまへ正確な情報をより早くお届け出来る様に努力していきたいと思う。 

＜会報＞ 

広報委員会は、広報理事と各ブロックから選出された幹事 2名の計 13名で活動している。 

大会最終日に取材をして、入賞者の写真撮影・コメントの依頼・大会レポートの作成をしている。 

1年間の女子連の大会・行事を取材し、ファイルにまとめて編集したものが、今日皆さまに配布した会報誌

である。幹事と一緒に何度も校正して仕上げたので、写真だけでなく大会レポート・入賞者のコメントにも

じっくりと目を通してもらいたい。 

・JLTF（本部）からの会報誌は 3月のルール講習会の時に配布予定。 

全会員に読んでもらいたいので、必ず渡してほしい。 

幹事の皆さま、1年間ご協力いただきまして、ありがとうございました。    以上 

⇒承認。 
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（３）2019 年度審判行事：岩田審判理事 

2019年度の審判活動報告を致します。会報誌 25ページをご覧ください。支部大会では団体戦を除く 8大

会で審判を務めました。その他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に於いて審判だ

けでなく運営にも参加しています。また、活動は支部内に留まらず千葉県・関東・日本テニス協会からの依

頼・近年は国外の大会でも活躍している審判もいます。現在支部審判員は 39名です。2020年は東京オリン

ピック・パラリンピックイヤーです。支部からも数名が審判で活動します。会場に行かれる方、テレビ観戦

される方、もし見かけたら応援してください。 

新しい出会い、皆さんも審判の世界に一歩踏み入れてみませんか？選手とは違うテニスの楽しみ方を是非

体験してみてください。ご連絡をお待ちしています。ありがとうございました。 

⇒承認。 

（４）2019 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（送付先は役員名簿参照）   

・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（送付先は役員名簿参照）  

・年度中いつでも受け付けている。 

・会費等を払い込み後、入会申込書に払込取扱票の受領証を貼付して総務へ郵送。 

・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。 

＊2020 年度会員数 

・継続会員 2,207 名、新規入会 68名、合計 2,275名でスタートした。 

クラブ登録は、201クラブ。 新規クラブは 2クラブ。（うち個人会員 55名） 

・各ブロックの会員数  

   Ａブロック    330名   Ｂブロック    346名   Ｃブロック  584名 
   Ｄブロック  470名   Ｅブロック  351名   Ｆブロック  194名  

＊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。継続を忘れた場合は退会扱いとなるので注意。 
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＊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使用する。 

・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。 

・連絡網は携帯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。 

・今年度より役員名簿に住所を記載していない。 

＊名簿の名前、電話番号の確認 → 4件訂正 

＊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。 

・2～3日経っても総務からの返信が無い場合は、再度問い合わせをお願いする。 

⇒承認。 

（５）2019 年度事務局報告：粟津総務理事 

事務局の業務は大きく分けて 2つある。女子連本部や他団体から、千葉県支部に届く各種大会案内や報告事

項などを受取り、対応する支部の連絡窓口業務と会員登録の会費や大会参加費の入金確認業務である。 

2019年度事務局活動報告          

＜窓口業務＞           

・女子連本部からの連絡事項を支部内に配信した。       

・本部主催の大会案内・要項を受取り、HPアップ依頼した。     

第 12回会長杯グリーン・ヴィーチームテニス岡山      

第 22回井上早苗杯ＧＯＧＯテニスフェスティバル秋田     

全国親睦テニス大会「サエラ 2019栃木」         

クレストレディーステニスｂｙカーブス 2019       

＊支部会員も参加できる大会があるので、多くの方々に参加していただきたい。   

（各自、ＨＰ等で要項を確認のうえ申込）       

・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した。    

第 38回桑名杯レディーステニス大会、        

第 17回ピンクリボンレディーステニス大会、       

2019ファミリーエンジョイテニス大会        

第 40回ソニー生命カップ全国レディーステニス大会      

＜入金確認＞           

＊会員登録に関して          

1月 2019年度会員登録の年会費・入会金確認    

11月 個人会員の継続手続きによる年会費・登録料     

 通年で途中入会者会費等の入金確認を行った。      

＊大会等の参加費に関して         

1～2月 軽井沢 Cup 千葉県大会、パール杯   4月ピンクリボンレディーステニス千葉県大会 

2月 ルール講習会             5月  鳥井杯、楢崎杯 

3月 友納杯、桑名杯レディーステニス大会  7月  ソニー生命カップ全国レディース千葉県大会  
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8月  クローバー杯、クレスト 60千葉県大会  9月 秋季ブロック大会 

10月 Winter Cup 

入金確認後、担当者と照合、送金作業を行った。      

活動報告は以上 

⇒承認 

＜注意事項＞           

＊払込に関して          

・大会申込みや会員登録の追加などの手続きは、団体戦以外は、クラブ代表が行う。女子連口座への払

込が先。          

・事務局の払込の確認が、ゆうちょのシステム上翌日となるので、払込は締め切りの前日までに済ませ

ること。          

・会費と大会参加費は、別の口座に振り込みなので間違わないように注意してほしい。  

・必ず払込取扱票を使う。本年度より、郵便局にある青色の払込取扱票を使用すること。  

払込金の明細を記入できないので電信送金やネットバンキングは使用しないこと。   

・払込取扱票への記入事項は大会ごとに異なるので、かならず大会の HPの記入の仕方を参照すること。

特にピンクリボン大会、全国レディースは会員とフリーで参加費が違うので注意してほしい。 

・団体戦は必ず、チームキャプテンが手続きをする。問合せが必要な場合があるので。 

・一度申込をしたのち、追加がある場合は、払込取扱票の備考欄に追加と記入すること。  

＊ネット申込に関して          

・HPの「ネット申込手順」に分かりやすい説明があるので参考に。     

・大会参加申込数の多いクラブは申込の入力をわけて行ってももよい。    

例えば、30ペアの申込の場合、一度に払込したのち、10ペアずつ 3回に分けてする場合、  

 1回のネット申込の申込組数を 10 として 10ペアずつ入力する。     

最後に賛助会員について         

賛助会とは日本女子テニス連盟が女子テニスの普及活動、ジュニアテニスの指導育成を応援し活動し

ています。主旨にご賛同いただけたらどなたでも会員登録ができ、昭和の森テニスセンターでのワン

ディテニス大会や様々な活動にご参加いただけます。詳しくは女子連本部の HPで登録方法を確認して

ください。          

（６）人材バンク委員会活動報告：大塚人材バンク委員長 

会報 59号 25 ページ参照。 

この中で人材バンクの活動にご協力いただいた皆様 1年間ありがとうございました。 

千葉県支部の大会は少ない人数で沢山の大会を運営しています。人材バンク委員会はこの大会運営に協

力する事が大切であり、有意義な事だと思っております。皆様のご登録、ご協力をお待ちしております。 

⇒承認。 

（７）2019 年度決算報告：安池会計理事 

2020 年度決算報告書 別紙参照 

⇒承認 

（８）2019 年度会計監査報告 

＜一般会計＞：青木会計監事 

会計監査は年 2回行っている。 
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前期を 2019 年 10月 23日、長沼コミュニティーセンター会議室で午前 9時から午後 5時まで。後期を

2020年 1月 18日こてはし温水プール多目的室で 9 時半から 16 時半まで行いました。 

2019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＞：入沢会計監事 

2019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）2020 年度行事計画案：小松理事長 

会報 59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…（案）を消す 

（１０）2020年度予算案：久保会計理事 

2020年度収支予算案 別紙参照 

⇒承認…（案）を消す 

（１１）退任役員挨拶 

青木会計監事、Ａ～Ｆブロック幹事 

（１２）2020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）  粟津真理子（事務局） 

会計理事 安池貴実代  久保淳子 

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 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 （Ｆ）青木幸恵 

会計監事    入沢寿子  高橋るみ子 

人材バンク委員長  大塚夕美 

ブロック幹事 （Ａ）宮川素奈緒 田口ミヤ子 （Ｂ）中嶋幸子 中山芽久美 

 （Ｃ）伊藤沙也香 岩田純子    （Ｄ）髙木トモ子 田中奈美代 

  （Ｅ）中村恵子 青木なな子 （Ｆ）平山智子 坂野敦子 

⇒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。 

＊日程：3月 25日（水） 会場：スポーツ科学センター内アリーナ 

  今年度は日本テニス協会公認講師の田中信子さんをお迎えして講習会を開催いたします。 
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 ＊申込用紙・・・記載事項の確認をお願いいたします。（申込用紙参照） 

 ＊支払の仕方 

軽井沢 Cup大会と同じ郵貯の青色の伝票でお支払いください。受領証又は利用明細票（コピーでも

可）を貼り付けて申込郵送先まで送ってください。 

振込用紙の記載事項はお知らせに書いてありますので記入漏れの無い様にお願いします。また領収書の

必要な方・クラブは領収書記載名と金額を書いてください。 

 ＊ルールブック 

  ブロック集会で注文していただいたルールブックはルール講習会の受付時に受け取ってください。 

＊クラブ会員・お友達など 周りにいる人で審判員資格を持っている方はいませんか？ 

  いましたら下の枠内に記載をおねがいします。 

※ルールについての疑問や質問など有りましたら、お気軽にお書きください。 

支部では今月末から大会が始まります。気持ち良く大会に参加して頂く為にも是非 3月 25日のルール講習

会にご参加ください。お待ちしています。よろしくお願いいたします。 

（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

欲しい。またクラブ代表だけではなく、クラブ会員の皆様と一緒に確認できるとよい。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」を説明した様に、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許可してください。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。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。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。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

大会アドレスに問い合わせする。 

*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）に連絡が行く。大会アドレスからメールで問い合わせや確認が入ることもあるの

で、締切日前後は特にメールチェックをお願いしたい。また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るので、申込時には、携帯番号を忘れず入力または記入してください。

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お願いしたい。       
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②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、申し込みは必ずど

ちらか一方のブロックから申し込む。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し込みができるので、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。     

【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。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 

参加資格をホームページで確認してから申し込む。        

【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・2020 年からの花組優勝者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。 

【7】.軽井沢 Cup・Winter Cupなどの団体戦でのチーム名に記号は使えない。漢字・英数字・カタカナ・

ひらがなのみです。注意してください。       

【8】掲示板について            

大会当日雨天の場合,延期が決定したらレフェリーが掲示板に書き込む。現地集合が基本ですが、掲示板を

確認する場合、車の運転中はやめてください。日程変更については HPで確認してください。    

③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、すぐに忘れ物をした大会の大会アドレスから問い合わせ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お願いします。）   

④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。   

⑤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で

すので、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、

その他食べ物をねらったカラスの被害にも注意してください。また天台各施設内すべて禁煙。屋外・園路

についても受動喫煙防止の観点から原則禁煙です。      
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*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。 

*すべての会場ともにゴミは持ち帰る。        

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  

質問：鷹之台 坂元様 

会費が値上がりになった事について、会員が減っているので当然だと思います。運営も大変だと思いま

す。大会運営費ですが、コート代、人件費が主な出費の元となっていると思います。コート代は、去年よ

りも全国レディースとピンクリボンは 1日少ない日程で行うように設定されてました。有難い事だと思い

ます。もう一つの人件費ですが、今までと同じやり方ではこれから先、立ち行かなくなるであろうと思い

ます。値上げするのもいいですが、大会を運営するスタッフの人数の見直しもこれから必要になっていく

のではと思っています。それも検討事項の 1つに挙げて頂けたらと思います。広報誌を見ましたら理事長

の挨拶の中で、会員減少に伴って打開策を模索しているとの言葉が最後に記載しておりましたし、支部長

からも理事会の在り方を検討しているところである、と言う言葉がありまして、その言葉が聞けて今日は

総会に来たかいがあったと有難く思っております。今後ともよろしくお願い致します。 

回答：小松理事長 

鷹之台の坂元さん、今日はご出席、またご意見有難うございました。昨年度大会を運営して、以前に比べ

ると早い時間に終わる大会も多くなりましたので、終了時間を把握した形で検討しております。コートの

日数もピンクリボン、全国レディース、Winter Cup など昨年度に比べて 4大会ぐらい 1日ずつ減らしてい

ます。それも昨年度の実績を踏まえての事です。面数も 16面ではなく 8面の日もあります。最終日は全て

の大会でそのように設定しました。人件費については、その日に携わる者の費用になるのですが、こちら

も今の日程や面数を踏まえて見直せるところはこれからも考えていきたいと思っておりますので、引き続

き皆様のご協力、ご理解よろしくお願い致します。 

 

６．閉会の言葉：小松理事長 

 最後になりますが、こちらからお願いの件ございます。最初に支部長、また人材委員長から話がありま

したが、この会が終わりまして出ていただいたすぐの所で人材バンクの登録受付をしておりますので、興

味を感じた方、是非お話を聞いてみて下さい。また、本日やむなく参加出来なかったクラブ代表、個人会

員の代理で来てくださった方どうもありがとうございました。お帰りになったら今日の内容を必ず伝えて

下さい。よろしくお願いします。また今年度はルールブックを事前にブロック集会で受注という形で数字

を頂きました。この冊数でルール講習会と一緒にルールブックの払込をしていただく事になります。必ず

お間違えの無いようにお願いします。発注された冊数分を必ず払い込んで頂きたいと思います。 

 

これをもちまして 2020年度日本女子テニス連盟千葉県支部総会を閉会いたします。長時間ありがとうござ

いました。 

発行責任者  須藤 薫 


