平成 29 年 2 月 24 日
日本女子テニス連盟千葉県支部

平成 29 年度総会議事録
期日

平成 29 年 2 月 24 日（金）
9 時 30 分～10 時 00 分
10 時 10 分～12 時 00 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

支部長・理事長・理事 16 名、新旧人材委員長 2 名・新旧会計監事 3 名
退任理事 7 名・旧幹事 11 名・クラブ代表 208 名・個人会員 31 名 合計 280 名

議事進行・大内理事
１．開会の言葉

書記・坂口理事

補佐・安池理事

石黒理事長

皆さまおはようございます。朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうございます。
只今より平成 29 年度日本女子テニス連盟千葉県支部の総会を始めます。
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。昨年千葉県支部は、支部の大会の他に本部主催によります会長杯と、石川県・三重
県・長野県・京都府・千葉県の４県１府の親睦大会を開催しました。両大会ともおもてなしの
大会で、この理事としては初めてのおもてなしの大会を開催するということでとても大変だっ
たのですが、千葉県の多くの皆さまが参加してくださいまして大成功に終わりました。
ありがとうございました。来年は、会長杯は和歌山県で、４県１府は石川県で行われます。
多くの参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
12 月には 350 大会で通常の郵便申込みの他に、並行してＮＥＴエントリーも実施しました。
平成 16 年にホームページを開設して以来の次の一歩を踏み出すことが出来ました。その際に
は多くの皆さまがＮＥＴエントリーを利用していただき、多くのデータを取ることが出来、
大会終了後にはアンケートにも答えていただきました。
これからも大会を運営する側と参加する側が少しでも便利になるように一歩ずつ進んで行きた
いと思います。またこれからもご協力をお願いすることがあるかと思いますが、その際はよろ
しくお願いします。
そして今年 2017 年は千葉県支部開設 45 周年の年となりました。先ほどお配りしましたチー
バくんのイラストが入ったランドリーバッグ、とても可愛く出来たのではないかと自画自賛し
ているのですが、今日はお持ち帰りになり、会員の皆さまに配っていただきたいと思います。
そして、10 月、11 月に通常行われておりますブロック大会を 45 周年記念大会の冠を付けて
ちょっと違った形で開催出来たらいいなと今計画しているところです。また詳細が決まりまし
たらホームページにもアップさせていただきますので、多くの参加をよろしくお願いします。
最後に個人会員の皆さまにお知らせがあります。通常、個人会員の皆さまの継続のお知ら
せ、申込みは総務から郵送させていただいているのですが、2017 年度からはホームページから
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申込書をダウンロードしていただいて、総務に申し込んでいただきたいと思っております。
郵送の時期、総務は仕事が集中してとても負担が大きいので、個人会員の皆さま、ご理解の上
ご協力をよろしくお願いします。
それでは本日の総会、お手元の資料を見ながら報告を聞き、会員の皆さまに伝えていただきた
いと思っております。今日はよろしくお願いいたします。
３．議題
１）平成 28 年度行事報告
会報 56 号

前期 P28

川村競技理事
後期 P29 参照

⇒承認。
２）平成 28 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。
（各大会の最終日に取材します。）
＜HP＞
・昨年ここで毎回のHPアップは緊張すると話したのですが、全く今でも緊張します。本当に
毎月の大会が多いなあと感じます。まずお知らせをアップして締切がすぎたらドローをア
ップ、大会中は結果を更新します。大会結果は大会のディレクターから結果を送信しても
らいます。選手からスコアの訂正の依頼がたまにあります。試合が終了した後は握手と共
にスコアも確認し合っていただけたらいいなと思います。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、昨年同様に大会最終日の表彰式・入賞者の写
真・大会レポート・ギャラリーなどをアップしました。
＜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。幹事さんになってしまって
困った方もいたと思いますが、写真も上手に撮れていたと思います。ブロック大会の仮装
の写真、見ていただけましたでしょうか？ホントに頼りになりました。ありがとうござい
ました。そして、本日会報誌を皆さんのお手元に届けることが出来ました。
・JLTF（本部）会報は 3 月のルール講習会にて配布予定です。
⇒承認。
３）平成 28 年度審判行事

峯審判理事

支部 8 大会をはじめとした審判活動報告を掲載しました。会報Ｐ25 参照
皆様おなじみのロービングアンパイアや定着してきたソロチェアアンパイア（SCU）が活動の
中心となります。また鳥井杯と全国ㇾディーステニス大会千葉県大会の決勝戦で、チェアア
ンパイア（CU）＆ラインアンパイア（LU）を行いました。
このようなパフォーマンスを皆さまにご提供できる場を頂いたことをとても嬉しく思ってお
ります。ありがとうございました。
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ブロック幹事さん、１年間ご協力ありがとうございました。
審判委員会は何の制約もありません。審判は皆さまの余暇に充てていただくものです。これ
からも皆さまのご協力をよろしくお願いします。
⇒承認。
４）平成 28 年度総務報告

伊藤総務理事

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、総務宛に郵送にて
ご連絡をお願いいたします。ただし、級に関しての変更届はいりません。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いた
します。
・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。
・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。
・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みと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では出来ません。年度末の定められた期間に手続きをして下さい。
・平成 29 年度は、継続会員 2,453 名、新規入会 83 名、合計 2,536 名でスタートしました。
クラブ登録は、208 クラブです。
新規クラブが２クラブ、クラブ名の変更が１件ありました。
各ブロックの会員数は、
Ａブロック

４４２名

Ｂブロック

３７９名

Ｃブロック

６１９名

Ｄブロック

４８６名

Ｅブロック

３８７名

Ｆブロック

２２３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。ブロック大会は各自の
所属ブロックでお申し込み下さい。
・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いたします。
・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
でご確認下さいますようにお願いいたします。先ほど支部長からもお話しをしていただきま
したが、継続の手続きはホームページからダウンロードしていただいて総務に郵送していた
だきますようにご協力をお願いします。
＊クラブ代表の方は、お手元に本日お渡しした連絡網をご用意下さい。
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。
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早速ですが、各自名簿のお名前、電話番号の確認をして、もし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下さい。
（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
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。
⇒承認。
５）平成 28 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、ひとつはクラブ代表と深く関わる大会参加費の入金確
認作業、もう一つは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 28 年度事務局活動報告
＜入金確認＞
2 月 28 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葉県大会
6 月 鳥井杯、楢崎杯
7 月・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
以上大会の参加費
＊通年で途中入会者の会費等の入金確認。また各大会・項目ごと入金確認後に担当者への送
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
28 年度

第 9 回会長杯グリーン・ヴィーチームテニス千葉

第 19 回井上早苗杯ＧＯＧＯテニスフェスティバル山口 → 今年度の富山県大会要項同封
全国親睦テニス大会「サエラ 2016 福井」
クレストレディーステニスｂｙカーブス 2016
＊皆さん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 35 回桑名杯レディーステニス大会、第 14 回ピンクリボンレディーステニス大会、第 38
回ソニー生命カップ全国レディーステニス大会、2016 ファミリーエンジョイテニス大会
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＜その他＞
6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 34 件、316,800 円
今年度の協力をよろしくお願いします。
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・配信を行い、本部との連絡窓口としての業務を行いました。
＜注意事項＞
特にお願いしたいのは、参加費等は必ず同封された青色の払込取扱票を使って払込みをし
てださい。電信送金は行わないでください。電信送金の場合お名前と金額しか情報が入っ
てきません。入金確認で必要なのは、取扱票の通信欄に記入していただく事項です。クラ
ブ番号クラブ名はもちろんですが、大会名やエントリーの詳細など、各大会で参加資格が
違うので記入項目も異なります。お知らせとともに発送される「払込の仕方」をご覧にな
りながらご記入をお願いします。
お手数ですが、大会ごとに申込みに間違いがないか確認するのに必要な事項であり、皆さ
まの大切な参加費をお預かりしますので、ご協力をお願いします。
なお、クラブ代表が申込手続きをしない「軽井沢Ｃｕｐ」「350 大会」などで電信送金が目
立ちます。年末に控える「350 大会」申込時にはお知らせにも記載しますが、クラブ員へ
の注意をよろしくお願いします。
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。現在千葉県では 21 名の登録、うち支部会員は 15 名です。詳しくは女子連
本部のＨＰで登録方法等ご覧になってください。
⇒承認。
６）人材バンク委員会活動報告

松平人材バンク委員長

昨年度のご協力ありがとうございました。人材バンクは各大会の本部、ロービングアンパイア
として活動しております。人材バンクは基本的にご自分の希望する日時を委員長に連絡して
いただいて、それから調整をしてお手伝いをする日が決まります。協力していただいても自分
のテニスの活動やご家庭の事情などにも負担が無い活動が出来ると思います。是非、登録して
いただきたいと思っております。今日配布の皆さまの資料の中に人材バンクの申込書が入って
おりますので、よろしくお願いします。
平成 28 年度の活動に関しては会報 P30 に記載されておりますのでそちらをご覧いただきたい
と思います。皆さまのご協力ありがとうございました。
⇒承認。
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７）平成 28 年度決算報告

宇野会計理事

平成 28 年度決算報告書 別紙参照
⇒承認
８）平成 28 年度会計監査報告 岩田会計監事 深見会計監事
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 29 年度行事計画案

石黒理事長

会報Ｐ33 参照。
・第 36 回ブロック大会は、千葉県支部 45 周年記念大会とさせていただきます。
・天台コートがなかなか取りにくい状況となっております。皆さまご理解のほど、よろしくお願い
します。
⇒承認

10）平成 29 年度予算案

小松会計理事

平成 29 年度収支予算案 別紙参照
⇒承認

11）退任役員挨拶
伊藤総務理事、宇野会計理事、川村競技理事、八田競技理事、大内ブロック理事、栗原ブロッ
ク理事、清水ブロック理事、藤田ブロック理事、岩田会計監事、Ａ～Ｆブロック幹事
12）平成 29 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

ブロック理事 （Ａ）吉田明美
（Ｅ）久保淳子
会計監事

深見優子

人材バンク委員長

酒井知代子

（Ｂ）大井貴子

鈴木良枝

（Ｃ）白川真美 （Ｄ）粟津真理子

（Ｆ）奥田マリ子

森澤道子

宇野理恵子

ブロック幹事 （Ａ）平尾美香

堀 靖子

（Ｂ）村中明子 西下裕子

（Ｃ）佐郷谷智美 小林里香

（Ｄ）伊東

（Ｅ）笠井和子

（Ｆ）平井純子 長與美奈子

菊池幸乃

⇒承認
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緑 植松麻里

４．その他
1）ルール講習会のお知らせ

峯審判理事

お手元のルール講習会の申込書とお知らせをご覧ください。
新年度最初の行事として恒例となりましたルール講習会のお知らせを致します。
日時は 3 月 17 日（金）10 時から、会場はここ４階アリーナでの開催となります。

今年の講師は全国レディースソニー生命カップ全国決勝大会のレフェリーを３年間務めて
いただいている岡川恵美子氏にお願いしております。
では、申し込みの説明をさせていただきます。

Ａ３用紙の「お知らせ」の間に挟んである「申込用紙」と、封筒に入っている「払込票」が必要
になります。参加費は 500 円、ルールブックは 1,300 円です。
こちらのルールブックは毎年更新される項目もありますので、是非ご購入をご検討ください。
よろしくお願いいたします。
当日欠席の場合、参加費はお返ししません。せっかくの参加費なので、必ず代理の方が出席
していただけるようにお願いいたします。
申込方法ですが、Ａ４サイズの申込用紙をご覧ください。上からクラブ番号、クラブ名、
代表者のお名前、連絡先等を全て記入してください。一番下に審判委員会からのお願いの欄
があります。各クラブに審判員のライセンスをお持ちの方がいらしたら申告してください。
集計して JLTF 本部に提出いたしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
次に払込取扱票です。こちらは先ほど総務から説明がありましたように、通信欄への記入
漏れの無いようにしっかりと記入していただきたいと思います。時期的に友納杯の振込と
重なりますので、ここの内容はお間違いの無いようによろしくお願いします。
質問事項ですが、今回は女子連にとても近く働いていただいている岡川恵美子氏の講習に
なりますので、是非この機会にどんな質問でも構いませんのでお気軽にご記入ください。
締切日は講習会の 10 日前の 3 月 7 日です。締切日が迫っていて申し訳ありませんがよろし
くお願いいたします。
では、3 月 17 日に皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。ありがとうございました。

２）競技からのお願い

野澤競技理事

１．大会申込み上の注意点について
ブロック集会で「申込書の書き方」を、クラブ代表者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、ドロー会議の一週間前に会員名簿と申込書を照らし合わせ、
参加資格や本人確認をする為の前準備を行います。
＊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）に連絡をする場合があります。
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と思
いますので、申込書左上に携帯番号を忘れずに書いて頂きますようお願いいたします。
申込書の注意事項をよく読み、記入漏れや間違いのない様にご協力よろしくお願いいた
します。
＊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下さい。
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＊友納杯は級ごとに申込書を必ず分けて下さい。
＊桑名杯・ピンクリボン大会等、複数の会場で行う大会も同様で、会場ごとに申込書を
分けて申し込んで下さい。
＊名前は、女子連登録の通りに楷書で書いて下さい。
＊左側の本部使用欄は記入しないでください。
＊受領証は紛失を防ぐ為ホチキス等ではなく、四隅を糊付けして下さい。
＊封筒に入れる前に記入漏れがないか再度の確認をし、1 部コピーをして手元に残して
おいて下さい。
＊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。
＊郵送の場合、締切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．郵便払込について
・青色の払込票を使用し、払込票の通信欄は記入例にしたがって必ず記入して下さい。
事務局が通信欄の記入事項を見て確認作業を行っており、とても重要です。
・口座からの振り込みは通信欄が無く、詳細の確認作業が出来ませんので、口座からの
振替、振込、電信送金は受付いたしません。
（団体戦の時は、各クラブのチーム代表者に申込についての注意を伝えて下さい。）
・複数の会場（天台・柏・白井）に申込みの場合、支払は一括で結構ですが、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』と書いて下さい。
３ネット申込みについて
お知らせと一緒に発送している紙の申込書を使用せずに、女子連 HP から大会に申し込む
ことが出来るようになりました。
パソコンでもスマホからでも申込みをすることができます。
昨年の 350 大会でネット申込がスタートし、会員の皆さまにはご協力を頂いております。
クラブ代表が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
て申し込みをして下さい。
団体戦につきましてはチーム代表者が払い込みをし、そのあとで申し込みをして頂くよ
う、アドバイスをお願いします。
申込手続き後、すぐに返信メールが届きます。返信メールの内容に間違いがないかどう
か、必ず確認して下さい。
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『大会専用アドレス』ですぐに問い合わせできます。
不安だからと申込ボタンを 2 度クリックしない様にお願いします。
４．各大会について
①春季親睦大会について
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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下さい。
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。
申込書を送る前にクラブ代表がしっかりと確認して下さい。
申込み先は本日お配りした役員名簿の各ブロック理事へ申込をお願いします。
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○○杯と呼ぶ様にお願いいたます。
③ピンクリボン・全国レディース大会参加資格について
申込の際、参加資格は必ずホームページで確認し、申込をお願いします。
④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下さい。
⑤関東八都県大会代表選手選出について
県在住者以外の会員さんについては、関東八都県大会につながる県代表選手を決定する
大会（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。
５．大会中の忘れ物について
毎年、忘れ物が多いです。参加したその大会の開催中は、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。）
６．大会中の質問について
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下さい。
７．徐行運転・貴重品の管理について （県総合スポーツセンター管理事務所からの通達）
・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
下さい。
・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の事件等の報告があり、貴重品の管理は
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各自でお願いします。
（食べ物をねらったカラスの被害にも注意して下さい。）
・鷹之台会場の場合、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
ますので、よろしくお願いします。
競技からのお願いは以上です。1 年間ご協力をよろしくお願いいたします。
３）質疑応答

５．閉会の言葉

なし

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、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上を持ちまして平成 29 年度日本女子テニス連盟千葉県支部の総会を閉会致します。

発行責任者
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須藤

薫

