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平成 30 年 2 月 16 日 

日本女子テニス連盟千葉県支部 

 

平成 30 年度総会議事録 

期日    平成 30年 2月 16日（金） 

         9時 30分～10時 00分  受付・資料配布 

        10時 10分～12時 00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、人材委員長１名・新旧会計監事 3名 

旧幹事 11名・クラブ代表 204名・個人会員 46名 合計 283名 

議事進行・酒井理事  書記・鈴木理事  補佐・奥田理事 

 

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 30年度日本女子テニス連盟千葉県支部の総会を開会致します。 

 

２．支部長挨拶  須藤支部長 

    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ましてありがとうご

ざいます。昨年、全国レディース全国決勝大会で千葉県は優勝しました。選手の力であるのは

勿論ですが皆様の応援があればこそ、その力が発揮できるのだと思っております。ありがとう

ございました。また今年も、千葉県が全国優勝できるよう、全国レディース大会だけでなくピ

ンクリボンレディース大会もバックアップしていきますので、ご協力お願い致します。 

一昨年の 350大会よりネットエントリーを開始致しました。当初は申し込み数の 50％程の普

及率でしたが今年のパール杯のネットエントリーは、新クラブ代表の皆様のご協力で 90％を超

えました。ありがとうございました。皆様の負担が軽減される便利なものを取り入れ、ご協力

をいただきながら努力していきたいと思っております。 

 そして、今年の支部大会に関してお知らせがあります。友納杯の要項に級別の日程を記載す

ることになりました。担当レフェリーがとても頑張って配分を考えたので、スケジュール調整

していただき より多くの皆様のエントリーをお待ちしています。 

それから、楢崎杯の参加資格変更のお知らせがあります。昨年までは、その年の桑名杯にエ

ントリーして進級できなかった選手しか参加資格がありませんでしたが、今年からは全Ｄ級の

選手が参加できる大会になりました。楢崎杯の大会要項にも記載しますが、クラブ内の方に声

掛けをお願い致します。 

 最後に…前に飾ってあるのは県のテニス協会からの「感謝状」です。長きに亘るジュニア基

金への協力に対する授与とのことです。これからも、草の根ではありますが協力していきたい

と思っています。 

それでは、お手元の資料を見ながら聞いていただきまして、今日の内容はクラブの会員の皆

様に伝えてください。どうぞよろしくお願いいたします。 
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３．議題 

１）平成 29年度行事報告   小笠原競技理事 

    会報 57号  前期 P28  後期 P29参照 

    ⇒承認。 

 

２）平成 29年度広報報告   長谷部広報理事 

広報の主な業務はＨＰの更新と管理、年1回の会報誌の発行です。 

＜HP＞ 

皆様、ＨＰを見ていますか？今まで大会のお知らせをクラブ代表に送っていたのがなくなり

「詳しくはＨＰで…と」いう形になりました。間違って掲載しないようにと責任を感じつつ

少しでも分かりやすく、見やすくなるようにしたいと思っています。 

 入会についての問い合わせを総務理事に直接メールができるようになりました。それから、

各大会の担当者に直接問い合わせができるアドレスを大会要項に入れてあります。これによ

り会員と大会の担当者が最短で連絡が取れるかと思います。また、年間を通して支部内外の

大会・行事等を紹介しています。そして昨年同様、大会結果・入賞者の写真・大会レポート・

ギャラリーなどをアップしています。 

＜会報＞ 

広報委員会は、広報理事1名、各ブロックから広報幹事2名で計12名が活動しました。 

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す。今年も、各ブロックと

もスムーズに幹事さんが決まり安堵しています。更に再度立候補され幹事さんになったかたが

いて、感謝しています。毎年感じますが、幹事さんがいつ理事や審判部に入っても即戦力にな

りそうで頼もしいです。幹事をやって良かったと思っていただけたら嬉しいです。 

今年も、会報誌を皆様の手元に届けることができました。先週、終了したばかりのブリヂス

トンバレンタインカップもギリギリ間に合い掲載できました。カラーページ見開きには、全国

レディース大会にしました。是非、全会員さんに見て貰いたいので配布お願いします。そして、

写真をさっと見るだけでなく活字も読んでいただけたらと思います。会員以外でも周りで欲し

いかたがいましたら余分にありますので、おっしゃってください。以上、宜しくお願い致しま

す。 

・JLTF（本部）会報誌は 3月のルール講習会にて配布予定です。 

    ⇒承認。 

 

３）平成 29年度審判行事   峯審判理事 

おはようございます。審判理事の峯です。平成 29年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つの大会で審判を務めました。また、本

部依頼の全国レディーステニス全国決勝大会の運営にも参加しています。 

そして、活動は支部内に留まらず千葉県・関東・日本テニス協会の依頼で活動しています。

審判委員会は 44名、述べ 1500件の活動をしましたが、オリンピックに向けてまだまだ仲間を

必要としています。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かたを是

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。 
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４）平成 29年度総務報告   坂口総務理事 

  総務理事の坂口です。クラブ登録・新規入会・変更届の受付など会員名簿の管理を担当して

います。総務からのお願いと、お知らせを何点かお話しいたします。   

   ・住所・氏名・電話番号等 名簿に変更のある場合は、変更届に記入の上、総務坂口宛に郵送に

てご連絡をお願い致します。但し、級に関しての変更届は不要です。友納杯・桑名杯・楢崎

杯などで進級された場合の級の変更は、大会担当者からの連絡によりこちらで変更致します。 

・新規入会及び他県との重複登録については、年度中いつでも受付けています。各大会の申込

締切日までに入会されますと、その大会から参加できます。  

・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ます。 

他支部への入会は受け入れ支部が認めれば入会可能です。 

・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出来ません。年度末の定められた期間に手続きをしてください。 

・平成 30年度は、継続会員 2,379名、新規入会 100名、合計 2,479名でスタートしました。 

クラブ登録は、204クラブです。新規クラブが 3クラブありました。   

 

各ブロックの会員数は、       

Ａブロック    ４１３名       

Ｂブロック    ３６５名 

Ｃブロック  ６３０名 

Ｄブロック  ４９３名 

Ｅブロック  ３６４名 

Ｆブロック  ２１４名 です。      

・個人登録会員の方もＡ～Ｆのいずれかのブロックに帰属しています。春季親睦大会・ブロッ

ク大会は各自の所属ブロックでお申し込みください。個人登録会員のかたの継続の時期は 11

月です。HP に継続のお知らせを掲載しますので各自で手続きをお願い致します。 

・連絡網は、雨による大会日程変更の連絡などに使いますので、大変重要です。 

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致します。 

尚、個人登録会員の方の連絡網は有りません。連絡網の内容は HP にも掲載いたしますので、

各自でご確認くださいますようお願いいたします。   

 ＊クラブ代表のかたは、お手元に本日お渡しした連絡網をご用意ください。個人会員のかたは、

役員名簿をご用意ください。連絡網は毎年新しいものを作成していますので、昨年度までの

ものをお持ちのかたは必ず破棄してください。   

連絡網はメール配信が主になっていますが、緊急に電話連絡が行く場合が有りますので、知ら

ない番号からの電話にも出るようにしてください。 

   ＊名簿の訂正があります。連絡網の２ページをご覧ください。 

     （名簿・連絡網の訂正は、口頭で訂正済み） 

    訂正文を挟みましたので、名簿の訂正お願い致します。大変申し訳ありませんでした。それ

では各自名簿のお名前、電話番号の確認をして間違いがありましたら、連絡網に関してはこ

の場で訂正いたしますので挙手をしてお知らせください。 （訂正を確認） 

＊連絡網は、皆様に伝わった事を確認するまで、役員は全クラブ代表の返信をお待ちしていま
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す。メールによる連絡には、必ず速やかに返信をお願い致します。 

先程、広報理事からも話がありましたが HP に総務へのお問い合わせアドレスが加わりました。

私のところに直接メールが届くようになっていますのでご利用ください。その際に、皆様のパ

ソコンやスマホで女子連からのメールを受信できるよう設定しておいてください。こちらから

の返信が、迷惑メールで拒否されないか必ず確認してください。以上、宜しくお願い致します。 

⇒承認。 

 

５）平成 29年度事務局報告   岡山総務理事 

事務局の業務は大きく分けて 2つあり、会員登録の会費や大会参加費の入金確認作業と女子連

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

窓口です。     

平成 29年度事務局活動報告        

   ＜入金確認＞        

1・2月 29年度会員登録の年会費・入会金確認 

軽井沢Ｃｕｐ千葉県大会、パール杯の入金確認 

3 月 ルール講習会   

4 月 友納杯、桑名杯レディーステニス大会 

5 月 ピンクリボンレディーステニス千葉県大会 

6 月 鳥井杯、楢崎杯  

7・8月 ソニー生命カップ全国レディース千葉県大会 

9 月 クローバー杯 

10  月 秋季ブロック大会  

11  月 350大会 

12 月 個人会員の継続手続きによる年会費・登録料     

      ＊通年で途中入会者の会費等の入金確認、総務と照合し会計に送金をしました。 

また各大会・項目ごと入金確認後に「申込データ」と照合し、担当者へ大会参加費の

送金作業を行いました。        

＜窓口業務＞        

・本部主催の大会案内・要項を受取り、各クラブへ送付またはＨＰアップ依頼 

      第 10回 会長杯グリーン・ヴィーチームテニス和歌山     

      第 19回 井上早苗杯ＧＯＧＯテニスフェスティバル富山 

      全国親睦テニス大会「サエラ 2017島根」     

      クレストレディーステニスｂｙカーブス 2017 

＊支部会員に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です。

   各自、HP 等で要項をご確認のうえ、申込みを行ってください。 

・本部主催で都道府県大会を行う以下の大会要項を受け取り担当者へ配信しました。 

第 36回桑名杯レディーステニス大会 

第 15回ピンクリボンレディーステニス大会 

2017ファミリーエンジョイテニス大会 

第 39回ソニー生命カップ全国レディーステニス大会 
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＜その他＞        

6～7月 東レ PPOチケットの女子連価格での先行販売窓口業務   

  ＊各クラブにお知らせ発送をし、予約受付・販売・発送作業を行いました。 

昨年度実績 申込件数 延べ 35件、344,575円  

今年度は有明コロシアムが改修中のため、他会場開催の予定です。  

通年 日本女子テニス連盟本部の各委員会より届く、各種案内・報告を受取り担当理事に連

絡・配信をする連絡窓口としての業務を行いました。 

活動報告は以上です。 

＜注意事項＞ ～払込取扱票 通信欄 記入必須項目一覧を見ながら ～  

  ＊本年度桑名杯より大会要項の発送をしないため「払込の仕方」をお渡しできませんので 

   通信欄の記入項目を一覧にして配布しました。 

・大会申込みや会員登録の追加など、女子連へはまず払込みをしてから手続きを行う。 

（雨天中止となる春季親睦大会は現地徴収） 

・必ず払込取扱票を使う。通信欄に明細を記入でき、全員同じ方法でできる。 

電信送金やネットバンキングでは払込金の明細を記入できない。ネットバンキングは使 

用できないかたもいる。 

・本年度より「大会用」と「会費用」の口座を分けたので注意してもらう。口座番号を控え

ておいてもらう。 

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

・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

ースで記入してもらう。 

・明細は、申込をするクラスや級のみ記入すればよい。 

・ネット申込の場合、大会参加費を払込後、申込の多いクラブは申込入力を分けてもよい。

その際、その時申込みする組数を入力する。大会本部へ連絡していただいてもよい。 

＜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。 

⇒承認。 

           

６）人材バンク委員会活動報告   宇野人材バンク委員長 

お手元の資料にあります「人材バンク登録のご案内」と、会報の 30 ページを開いてください。

29 年度活動報告はこちらをご覧ください。今年度もたくさんの方に協力していただきました。 

まず、この表に訂正がありますので申し上げます。№1 の支部総会の下に、「軽井沢 Cup、3

月 6 日～3 月 8 日、フクダ電子ヒルスコート、3 名」と追記お願いします。述べ人数の合計が

152 名になります。 

人材バンクは、主に千葉県支部の各大会の本部やロービングアンパイアとして活動しています。

また、HP やネット申込などのプログラミングに関することにも協力しています。支部の活動

に少しでも興味のあるかたは、希望する日時で活動できますので人材バンクへの申込をお待ち
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しています。一緒に活動しましょう。 

申込書は「人材バンク登録のご案内」と一緒に HP に掲載されますので、そちらをお使いくだ

さい。以上、宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

⇒承認。 

 

７）平成 29 年度決算報告   小松会計理事 

    平成 29 年度決算報告書 別紙参照 

⇒承認 

 

８）平成 29 年度会計監査報告 深見会計監事 森澤会計監事 

    会計監査の結果、記載の通りである事を報告します。 

    ⇒承認。 

 

９）平成 30 年度行事計画案  石黒理事長 

   会報Ｐ33 参照。 

  ・未定の箇所は確定次第、随時ホームページに記載します。 

⇒承認…（案）を消す 

 

10）平成 30 年度予算案   安池会計理事 

   平成 30 年度収支予算案 別紙参照 

⇒承認…（案）を消す 

 

11）退任役員挨拶 

   深見会計監事、Ａ～Ｆブロック幹事 

 

12）平成 30 年度役員紹介 

支部長    須藤 薫 

  理事長    石黒友希 

  総務理事   坂口育子   岡山久実 

  会計理事   小松嘉津子  安池貴実代 

  広報理事   長谷部恵子 

  審判理事   峯 清恵 

  競技理事   野澤いづみ  小笠原洋子  酒井知代子  鈴木良枝 

  ブロック理事 （Ａ）吉田明美 （Ｂ）大井貴子 （Ｃ）白川真美 （Ｄ）粟津真理子 

         （Ｅ）久保淳子 （Ｆ）奥田マリ子 

  会計監事   森澤道子 青木紀子 

  人材バンク委員長  宇野理恵子 

ブロック幹事 （Ａ）高橋智子 加地香代子   （Ｂ）大塚理代 織戸悟子 

         （Ｃ）米澤由紀子 富樫純子   （Ｄ）遠藤千春 森田美帆 

         （Ｅ）井ノ口慶子 市川晴美   （Ｆ）青木幸恵 菅沼佐知子 
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⇒承認 

 

４．その他 

 1）ルール講習会のお知らせ  峯審判理事 

恒例となっております年度初めの「ルール講習会」を 3 月 22 日（木）に開催致します。今年は、

大会運営を先導する競技委員長と審判理事とで大会に沿った講習内容を予定しています。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伝えてください。 

ルールブックの内容は毎年少しずつ変わっていますので、最新の 2018 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   野澤競技理事  

  ブロック集会でお伝えし、先程 支部長よりお話がありましたように今後の大会について 

  要項の発送がなくなりました。お配りした資料の大会要項 HP アップ予定表をご覧ください。

こちらの表の日程で今年度の大会要項を HP アップ致します。あくまでも予定ではあります

が、予定日が近くなりましたら確認をお願い致します。クラブ代表さんだけでなく、クラブ

会員の皆さんと一緒に確認できるといいと思います。     

１．大会申込み上の注意点について       

  ブロック集会で「申込書の仕方」を、皆さまに説明しました様に、各大会参加資格が違いま

す。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

認を行います。 

  ＊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んでください。 

  ＊ネット申込について 

一昨年の 350 大会より、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りま

した。パソコンでも、またブロック集会で試された通りスマホからでも出来ます。スタートし

た頃は半分くらいの利用率でしたが、つい最近のパール杯では 9 割のクラブがネット申込を

してくださいました。会員の皆さまにはご協力、ご理解を頂きありがとうございます。 

  クラブ代表がまず一括で払い込みをしたあと、HP の申込画面を熟読して手順に沿って申し込 

みをしてください。団体戦につきましてはチームキャプテンが払い込みをしたあと申し込みを 

して頂くよう皆さまからアドバイスをお願いします。 

ネット申込手続き後、すぐに返信メールが届きます。受信メール設定にセキュリティをかけて 

いるかた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を必ず確認することが大事 

です。24 時間以内に返信メールが届かない、入力の間違いに気付いた時や その他の申込に 

関する問い合わせも画面上にある『大会お問い合わせアドレス』で直ぐに問い合わせが出来ま 

す。不安だからと申込ボタンを 2 度クリックしないようにお願いします。 

   ＊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て印刷した用紙に記入してください。 

   ・友納杯は級ごとに申込書を分けてください。 

桑名杯・ピンクリボン大会・楢崎杯は会場ごとに申込書を分けてください。 

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ですので組

別に分けてください。 
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   ・名前は、女子連登録の通りにボールペンを使って楷書で書いて下さい。修正テープ、修正液

で直してあるものは認められません。訂正線を引き次の欄に新たに書き直してください。 

   ・左側の本部使用欄は記入しないでください。 

   ・払込後の受領証は紛失を防ぐ為ホチキス等ではなく、四隅を糊付けしてください。 

   ・複数の会場（天台・柏・白井）に申込みの場合、支払いは一括ですが受領書のコピーを其々

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」と書いてください。 

・封筒に入れる前に記入漏れがないか再度確認をし、1 部コピーをして手元に残しておいてくだ

さい。 

・封筒の表にクラブ番号、クラブ名、差出人氏名の記入をお願いします。  

・締切日２～３日前の投函では届かなかったこともありますので、余裕を持った日にちに投函

してください。 

・書留では送らないでください。       

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ありませんので参加料は当日払いに

なります。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いません。 

 その時、申込みは必ずどちらか一方のブロックからお申込みください。 

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ります。 

この大会もネット申込が出来ますので、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など、クラブ代表がしっかりと確認してください。郵送先は、

本日お配りした大会要項に記載されている各ブロック理事宛てにお願いします。 

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ます。 

どうぞ、呼び捨てにせず○○杯と呼ぶようにお願いいたます。 

③楢崎杯について 

今年度より D 級会員であれば桑名杯に不参加でも出場出来るようになりました。 

④ピンクリボン・全国レディース大会参加資格について  

参加資格は必ず HP で確認し、申込みをお願いします。 

⑤クローバー杯について  

過去ベスト４入賞者同士が組めるのは、６５歳以上の藤・桜組です。 

申込の際はお気を付けください。  

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

定するパール杯・友納杯・桑名杯・クローバー杯の試合参加は可能ですが、代表選考外となり

ます。         

◎大会中の忘れ物について 

 毎年、忘れ物が多いです。大会開催中は、ディレクターが保管しています。大会終了後は処

分しますので気が付いたら、すぐに連絡して早めに取りに来て下さい。保管場所がないので

忘れ物のないようにお願いします。       

◎大会中の質問について 
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 試合中に納得のいかない事や判らない事があった場合は、すぐにＲＵ（審判）やレフェリー

を呼んで下さい。誰に聞いていいか解らない場合は本部役員に気軽に声をかけてください。 

   ◎各会場の管理事務所からのお願い 

＊天台会場は１６号を入った所から時速２０㎞の徐行運転をお願いします。  

車は必ず駐車場に入れて下さい。 

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てくだ 

さい。 可能な方は公共交通機関の利用をお願いいたします。 

県総合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ります。貴重品 

の管理は気を付けてください。また、食べ物を狙ったカラスの被害にも注意してくだい。 

＊鷹之台会場は、駐車場が限られています。なるべく乗り合わせでお願いします。 

選手優先ですので、応援の方は駐車できない場合があります。 

＊フクダ電子ヒルスコートと柏の葉公園の駐車場は有料です。利用者各自の負担となります。 

競技からのお願いは以上です。本日の内容は其々のクラブに持ち帰り、会員の皆様に伝えてく

ださい。1 年間ご協力をよろしくお願い致します。    

  ３）質疑応答   なし  

 

５．閉会の言葉  石黒理事長 

  皆さま、お忙しい中ありがとうございました。1 年間、ご協力を宜しくお願い致します。 

以上を持ちまして平成 30 年度日本女子テニス連盟千葉県支部の総会を閉会します。 

 

発行責任者  須藤 薫 


