
２０２１年度

第51回定期総会議案

我孫子市

テニス

クラブ

日時 ： 2021年2月28日（日）

午前11時～12時

場所 ： 湖北台中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

雨天等延期（ｸﾗﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照）



総会　式次第及び議案補足説明
(注)

1 . 開会の辞

2 . 議長及び書記選出

3 . 2020年度活動報告
・新型コロナの影響でコート利用休止や、活動計画の行事中止がありました。

4 . 2020年度決算報告
・コート利用休止や行事中止等により、例年よりも支出が減りました。

5 . 2020年度会計監査結果報告

6 . 2021年度活動方針

① 活動計画（案）

② 予算（案）

③ 役員の改選
④　 その他(「ローラー購入を今後は行わない」とした従来の決議を見直すかどうか)

7 . 新役員の紹介と挨拶

8 . 議長及び書記の解任

9 . 閉会の辞

(注)例えば、会員数の減少傾向は止まっている。契約主体が連盟から当クラブに代わって(2019年
4月)法的位置づけが明確になった、また、指定管理者が代わっても、受託業務を当クラブ以外で
行えるところはないと言える(コスト的に無理)。他のサーフェスに改修されたらローラーが不要にな
るとの懸念が現実となる時はなかなか来ないのではないかなど。

・役員会としては、今後はローラー購入を前提するという考え方に戻すことを総会に提
案するものです。

今総会は、湖北台テニスコートという屋外での開催を予定しています。
コロナ禍での開催ですので、事前にお読みいただき、当日のご説明は簡潔にしてできるだけ短
時間ですべての議案のご審議をお願いしたいと考えています。
資料だけでは読み取りにくいような重要なポイントを補足説明として付記しておりますので、併
せてご覧ください。
　なお、分かりにくい点がありましたら、会長、マネージャーなどにお聞きいただくか、クラブの
HPにも掲載しますので、コメントを書き込んでいただければお答えさせていただきます。

・例年並みの予算を組みました。なお、ボール代はダンロップFort(従来よりも約5%単価
アップ)で試算しました。役員会では、別のメーカーがこれまでのボールの生産を引き
継ぐという情報もあり、比較しながらクラブの使用ボールを絞っていこうという意見が多
数を占めました。

・50周年事業費として20万円を計上しました。何か記念になる行事や記念品など、クラ
ブ員の皆さんからもアイデアを出していただき実施したいと考えています。具体的な企
画立案は、柴尾マネージャーを座長とするプロジェクトチームを発足させ、行なってい
きます。

・昨年の総会で、「1年かけてクラブ員の総意を探り、次の総会で決議したい」と提案し
ました。

・役員会では、「ローラー購入を今後行わないと決定した当時(2015年2月)の理由や懸
念は、現在、変わってきているのではないか。(注)
　業務受託の対価であるコートの無料利用(火、木、土、日の2面分)を受けるためには
コート整備用のローラーは不可欠である」という意見で一致しました。

［１］



定期整備 3月22日及び6月13日（新型コロナ感染防止の為に中止）、8月30日(40名)、11月22日(44名)

整備内容

２０２０年 ３月８（日） コート開き　新型コロナ感染防止の為に中止

２０２０年２月
　　 ～２０２１年１月

部内練習会、火・木曜日、１０：３０～１２：００　　注：火曜日の８月は休み
新型コロナ感染防止の為4-6月は中止　6/16再開

２０２０年２月
　　 ～２０２１年１月

部内練習会、第２・４土曜日　8月は休み　　新型コロナ感染防止の為に4-6月は中止　6/13再開

３月３０日（土）
～４月２７日（土）

連盟主催硬式テニス講習会中止

４月６日(月) コートローラーの整備、情報収集

４月９日～６月７日 緊急事態宣言(4/7-5/25)によりテニスコートの利用休止　　＊6/3 コート管理担当者及び有志による再開の準備

５月 無料体験練習会　中止

５月 男子シニアー取手TCとの定期戦は中止

５月２４日（日） クラブミックスダブルス大会は中止

８月３０日（日） 第三回定期コート整備：男性のみの少人数で実施

９月１２日（土）
市民シングルス大会
　　男子　一般＋３５歳以上　2名、４５歳以上　4名、５５歳以上　1名、65歳+75歳以上　７名参加
　　女子　一般＋４５歳＋５５歳以上　1名参加

９月２０日（日） 部内ダブルス大会

１０月2日（金）
～１1月7日（土）

我孫子市テニス選手権大会
　　シングルス　男子　一般　1名、４５歳以上　６名、６５歳以上　１名参加
　　　　　　　　　女子　一般　１名、４５歳以上　１名参加
　　ダブルス　　男子　４５歳以上　４ペア、６５歳以上　３ペア参加
　　　　　　　　　女子　４５歳以上　２ペア参加

１０月２５日(日) 部内シングルス大会

１０月２８日(水) 小金原交流戦(我孫子市民コート)

10月３１日（土）
～１１月7日（土）

連盟ミックスダブルス大会
　　一般クラス　1チーム参加、年齢別クラス　１チーム参加

１１月
無料体験練習会：木曜日11/5(女性2名) 11/12(男性2名･女性2名) 11/19(男性2名･女性2名)
                         土曜日11/14 11/28(参加者なし)

１１月１９日（木） コート整備(平日の試行)：１２：３０～１３：３０、１９名参加

１１月２２日（日） 第四回定期コート整備：男性のみの少人数で実施

１２月１３日（日） 納会：男性40名女性14名参加

１２月２７日（日） 塩カル撒き

２０２１年１月 千葉県クラブ対応トーナメント　新型コロナ感染拡大防止のため中止

２月６日（土） 市内クラブ対抗戦　　新型コロナ感染拡大防止のため中止

２月２８日（日） 定期総会　　　湖北台テニスコート　１1：００～１２：００           予備日　３月６日（土）

コート維持・管理報告

参加者(参加者名簿に記載のあった方)

赤間、阿部、石川、伊藤、稲木、鵜池、宇佐美、内尾、内平、大坪、甲斐、金子、川口、北岡、北村(和)、北村(豊)、木村、

郷田、河内、小林、坂本、佐藤、塩見、志賀、柴尾、柴田、清水、田口、武井、田中(忠)、田中(康)、田淵、田村、鶴田、

土佐、中村、野口、畠中、服部、伴、平田、平本、廣田、深井、福沢、福田、藤野、藤原、古内、堀切、増留、松崎

松下、松本、宮下、森、山口、山崎、吉田

安曇、阿部、石倉、河部、坂本、菅谷、滝沢、藤野、光井、山口

活　　　動　　　内　　　容

コート面補修、土の入れ替え、ラインテープ部分張替え、コート内、周辺草刈り・清掃、
倉庫整理、日除け設置、撤去

今年は新型コロナウイルスの問題で活動計画を大きく変更しました。緊急事態宣言によるテニスコートの利用休止中
(４月９日～６月７日)は有志によるコート整備以外を取りやめ、またその期間を除いては役員やコーチ陣の合議によって
新しい様式で計画を進めてきました。クラブ員皆様のご協力で新しい様式がスムーズに運用されています。
今後の展開は予想できませんが、皆様と共に臨機応変に対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

２０２０年度活動報告 Ⅰ
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　その他の活動報告

（１） コロナ感染防止活動：緊急事態宣言解除後の新たな取り組み

　入口扉の使用時解放とボール飛び出し防止用カーテンの設置。

　入口に我孫子市提出用の参加者名簿を設置。

　入口にアルコール殺菌剤(手指用と器具用)を設置。

　ゲーム待機中はマスクを着用し、相互の距離を保つ。

　良いマナーの一時中止：ゲーム終了後の握手を止め、ブラシ掛けを２回／日に減少した。

　定期コート整備の縮小化：男性のみの少人数で実施

（２） 役員会は２回開催した。①前期役員会(８/２５)：文書伝達で実施　②後期役員会(１/１７)：広い会議室で感染防止のもとで実施

（３） 積極的な勧誘活動

我孫子市の「生涯学習グループ」への登録継続

無料体験練習会を１１月の木曜３回、土曜２回実施　参加者１０名 　内、4名入会（男子2名、女子2名）

（４） コート整備関連

①日常のコート整備：コート管理責任者７人が中心となり、会員の協力を得てコート面の日常維持管理を実施した。

  雨天翌日等ローラーでの転圧が必要なときにはより多くの会員の作業参加が求められる。

②「コート管理業務協定書」(2019年４月から当クラブが契約当事者となった)の管理業務仕様書に従い、

　 コートの清掃、出入口の施錠、安全点検、コート使用可否連絡等支障なく行った。

③より良いコートを目指して、コート面の改良施策整備等を行った結果、コート面の状況は改善されている。

④「コート管理業務協定書」に従い、コート整備を今後長く継続して実施していく上で、コート整備の近い将来の

　 在り方等、次の問題点等を引き続き検討する。

　　問題点：コートローラーの老朽化

（５） コート予約及びコート料金の支払い

①コート予約と支払い：平日C、D面予約は予約担当者名で随意予約、支払いは当番表に定める者が行った。

　B面については予約と支払いをその日の利用者が行った。いずれも問題なく運用された。

②コート料金支払い未了のトラブル：大きな問題となる支払い未了はなかった。コート「使用不可」から

　「使用可」に変更してコートを使用した場合は、変更連絡をした者が責任もって支払いを行う取り決めを徹底する。

（６） 部内練習会の充実を図る　

①火、木及び土曜日の練習会はコーチ陣の充実を図り、引き続き順調に行なわれた。　

（７） New ボール出し回数

①平日Ｃ、Ｄ面（月水金）：偶数月は午前９時、奇数月は正午にNewボールを出す。　火、木曜は正午。

②土・日・祝日：B、Ｃ、Ｄ面に午前９時、正午の２回、Newボールを出す。

（８） クラブホームページの利用

会員への周知、連絡などに役立っている。

２０２０年度活動報告 Ⅱ
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収入の部 　(単位：円） 　　　 2021年1月31日

項 費目 金額

1 会費 1,204,000

2 寄付（金銭、カード、その他） 2,000 金銭2,000X1名

3 部内大会参加費 0 3密防止のため、参加費徴収業務停止

4 前年度繰越金 896,276

5 利息 10

6 その他 56,000 納会後、2021年会費振込 7名

その他（特別会計からの繰入） 0

合計 2,158,286

支出の部 (単位：円）

項 費目 金額

1 部内大会費 62,664

2 ボール購入費 207,548

3 コート開き 0 新型コロナ感染防止のために中止

4 納会諸費 40,484 12月13日

5 県・市連盟加盟費 44,820 県25,220円（振り込み代含む）　市19,600円

6 クラブ対外試合諸費 24,000

7 親善試合費 3,100

8 市コート費 312,600 4/9～6/7は新型コロナ対策のためコート休止

9 ローラー積立金繰入 0

10 ローラー修繕費 60,000

11 ローラー保険料 12,780 自動車保険

12 コート整備諸費 16,680

13 備品購入費 25,445 掲示板材料、除菌スプレー、ハンドジェル等

14 印刷・コピー費 11,610

15 役員会開催費 13,174

16 クラブ諸活動費 21,796 QUOカード購入

17 ホーム・ページ維持費 12,000 サーバー使用料、登録料（隔年で発生）

18 雑費 19,276

19 繰越金（通帳、現金等） 1,270,309

合計 2,158,286

内容

会員159名　8,000X143名+4,000X15名
但し、1名は前期繰越金に計上済み（予算145名）

内容

シングルス、ダブルス賞品等（ミックスダブルスは中止）

4/9(B社)、9/1(B社)、11/3(D社practice)、
11/5(D社fort) 購入

総会（2/23）、役員会1回(1/17)会場費等
8/20の中間役員会はリモート方式で実施

ハンドマイク修理用電装品・部品
防錆油、白線用石灰、カラーA4用紙代等

通帳 1,190,097円 現金　20,212円 預り書 60,000円

市クラブ対抗戦(2020.2月実施 4チーム）
県クラブ対抗戦(2021.1月コロナ感染防止で中止)

対小金原2　コート代等

メーカー技術者出張による点検、整備
オイル交換、フィルター・プラグ点検、ベルト調整等

8/30、11/19、11/22　コート整備　飲み物、軍手、ポリ
袋等　（12/27塩カル撒き実施）

総会資料（2/23）、名簿用紙、チェックシート等

２０２０年度費目別明細
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１．定例活動計画

部内行事 予  定  日 備　　　考

コート開き（春季ミックス大会） ３月７日（日） コート全面９:００～１５:００　予備日３月１４日（日）

第１回コート整備 ３月２１日（日） ９：３０～１２:００　予備日２８日（日）

木曜日:通年 Ｃ,Ｄ面　１０:３０～１２:００

火曜日：８月を除く通年 Ｃ,Ｄ面　１０:３０～１２:００

土曜日：８月を除く通年　 第２・４土曜　D面　１４:００～１５:３０

平日コート整備 火曜日か木曜日 状況を見ながら年2回実施

無料体験練習会 ５月初旬　 木曜3回　土曜２回

部内ミックスダブルス大会 ５月２３日（日） コート全面、予備日５月３０日（日）

第２回コート整備 ６月１２日（土） ９:３０～１２:００、予備日６月１９日（土）

第３回コー ト整備 ８月２９日（日） ９:３０～１２:００　予備日９月５日（日）

部内ダブルス大会 ９月１９日(日） コート全面　予備日９月２６日(日）

部内シングルス大会 １０月１７日（日） コート全面　予備日１０月２４日（日）

第４回コート整備 １１月２１日（日） ９:３０～１２:００　予備日１１月２８日（日）

納   会 (紅白戦) １２月５日（日） 予備日 １２月１２日（日）、９:００～１５:００

コー ト整備（塩カル撒き） １２月２８日（火）　 ｺｰﾄ全面　１３:００～、１２月２９日～１月３日は閉館

県クラブ対抗戦 ２０２２年１月～２月

連盟クラブ対抗戦 ２０２２年２月５，９(シニア)，１２日 体育館コート予備日２月１９日（土）

定期総会 ２０２２年２月２７日（日） 会場未定、１０:００～１２:００

コート開き（春季ミックス大会） ２０２２年３月６日（日） ９:００～１５:００　予備日３月１３日（日）

次年度第１回コート整備 ２０２２年３月２０日（日） ９:３０～１２:００　予備日３月２７日（日）

その他 予  定  日 備　　　考

連盟テニス講習会 ３回　市民体育館３月２６日　４月３日、１０日 予備日：４月１７日、２４日

プロテニス講習会 １２月４日（土）

連盟ミックスダブルス ６月２６日（土）　７月３日（土）、１０日（土） 予備日：７月２４日（土）

市民大会 ５月１５日（土） ５月２２日（土）

選手権大会 １０月１６、２３、３０日　１１月６、１３日 ダブルス、シングルス

交流戦

男子/取手TC ５月（取手TCコート）-春定期戦 ９月（場所未定）-秋定期戦

男子/小金原TC ６月（体育館コート）-春定期戦 １０月（体育館コート）-秋定期戦

女子/小金原TC ３月小金原交流戦 体育館コート

女子/大津ケ丘 ４月大津ヶ丘交流戦 未定

その他の活動

　（１）役員会開催２回　

　　　前期：前期活動及び決算報告、その他　後期：年度活動及び決算報告、次年度活動計画（案）及び予算（案）等

　（２）「コート管理業務協定書」に従い、受託している「コート管理業務」を適切に行う。　

　　①日常、定例、随時のコート整備及びコート使用可否等の連絡及び優先利用の利用人数の報告等を実施する。

　　②より良いコートを目指してコート整備の充実を図る。

  （３）部内練習会の練習内容及びコーチ陣の充実を図る。　

  （４）友好的なコート利用方法　

　　①コート利用時にはコート利用順番制の原則維持とマナーの実践向上継続を図る。　マナー：相手へのボール返球は、

 　　　ゆっくりと捕り易く返す。　コート交替時に、ボールは相手に手渡すかサービス位置に置いておく。

　　②日曜日午前中のみプレー順をボードを利用した方式を引き続き実施する。

　（５）他クラブ等との親睦試合の充実を図る。　原則として、予算に計上されている試合に限り補助を行う。

　（６）会費を払えばプレーが出来る営業コートとは異なり、コート維持・管理、クラブの運営には会員の奉仕的な活動が必要。
　　その意識の浸透を図る。

部内練習会　

２０２１年度活動計画（案）

[６]



収入の部 (単位：円） 2021年1月31日

項 費目 2021年度予算案 2020年度実績 増減（▲）

1 会費 1,104,000 1,204,000 ▲ 100,000

2 寄付 0 2,000 ▲ 2,000

3 部内大会参加費 53,000 0 53,000

4 前年度繰越金 1,270,309 896,276 374,033

5 利息 0 10 ▲ 10

6 他収入 56,000 ▲ 56,000

合計 2,427,309 2,158,286 269,023

　注：会員数　2015年度144名、2016年度138名、2017年度144名、2018年度145名、2019年度157名、2020年度159名

支出の部 （単位：円）

項 費目 2021年度予算案 2020年度実績 増減（▲）

1 部内大会費 110,000 62,664 47,336

2 ボール購入費 340,000 207,548 132,452

3 コート開き諸費用 35,000 0 35,000

4 納会諸費用 35,000 40,484 ▲ 5,484

5 連盟加盟費 45,000 44,820 180

6 クラブ対外試合諸費 65,000 24,000 41,000

7 親善試合費 12,000 3,100 8,900

8 市コート費 480,000 312,600 167,400

9 50周年記念事業 200,000 0 200,000

10 ローラー修繕費 100,000 60,000 40,000

11 ローラー保険料 13,000 12,780 220

12 コート整備諸費 30,000 16,680 13,320

13 備品購入費 50,000 25,445 24,555

14 印刷コピー費 20,000 11,610 8,390

15 役員会開催費 15,000 13,174 1,826

16 クラブ諸活動費 30,000 21,796 8,204

17 ホームページ維持費 0 12,000 ▲ 12,000

18 雑費 20,000 19,276 724

19 来年度繰越金 827,309 1,270,309 ▲ 443,000

計 2,427,309 2,158,286 269,023

特別会計関連

【次期繰越金・積立金の部】 （単位：円）

項 費目 次年度繰越額

1 ローラー購入費用 50,000

2 倉庫購入費用 200,000

クラブ会計原則

　　■対外試合諸費用  （１）参加費（又はコート代）、ボール代はクラブで負担します。

　　　　　　　 　　 　　　　　（２）交通費、飲食代は参加者が負担する。　　　　　　　　　　　　　　

　　　  　■会費は年間 ８，０００円とする。　継続既会員及び新入会員も同じ。

　　　　　　　　　　　　　　　（１）既会員の会費納入時期は原則2月～４月とする。

　　 　　  　　　  　   　   　（２）９月以降の新規入会者の会費は、下記とする。

①９月～１１月入会の場合は、４，０００円とする。

②１２月の納会以降入会の場合は ８，０００円とし、当該会費は翌年度分の

   扱いとし、翌年度分に計上する。　

記事

145名予定（但し、7名は前期納入済み）

従来実績並み

2020年度決算額

記事

参加賞と賞品。従来実績相当

従来実績比　5%アップ

飲み物と弁当代増加（参加者７0名予定）

飲み物と弁当代増加（参加者７0名予定）

千葉県テニス協会（25,000円）、我孫子市テニス
連盟（5,000円＋100円×145名）

市テニス連盟クラブ対抗戦(6,000x6)、県クラブ対
抗戦(7,200x4)、他振込手数料

男性・女性親善試合（コート代）

利用日数増を想定

記念品、記念イベント等企画立案中

消耗品代、突発故障対応等

前年度実績相当

塩カル撒き含めて5回実施を想定

椅子等の補修又は更新

従来実績相当

総会、役員会会場費等

従来実績相当

50,000 0

200,000 0

隔年で費用発生（2021年度は発生しない）

小物代

前年度繰越額 繰入・引出し額

２０２１年度予算（案）
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役員：１９名

役　　職 氏　　名 備考

会   長　 松崎　博行

マネージャー 柴尾　隆一

会   計　　　 稲木 久士 (新任) 退任；内尾さん

会計監査 内尾 武志 (新任) 退任；阿部さん

監  督 山崎　雅信

幹  事　 赤間　忍 サブマネージャー(新任)

幹  事 田村　一郎

幹　事　 阿部　郁美

幹　事 野村　美香

幹　事 河部　紀美子 連盟役員

幹　事 大崎　忍 連盟役員

幹　事 北村　和夫 連盟役員

幹　事 野口 隆男 (新任) 退任；伊藤さん、川口さん、小林さん、畠中さん

幹　事 増留 巳喜夫 (新任)

幹　事 松下 謙一郎 (新任)

幹　事 笹原 久実 (新任)

幹　事 柴田 謹子 (新任)

幹　事 中根 佳奈子 (新任)

顧　問 甲斐　俊光

コート予約

３名 平日:佐藤（貴）、松崎、土・日:松崎、祝日:大崎　

コート料金支払い、第一、第三水曜日は体育館での支払

１８名 月：酒井、大坪、北岡、田村和、束原　　　水：鵜池、宇佐美、小倉、田口、山口

金：奥野、安曇、吉田、河内、平本　　　　　　土・日・祝日:松崎（福田、大崎）

練習会コーチ

１4名

コート管理責任者

１２名 月：塩見、北村(豊)　　　　火：阿部、平田　　　　水：柴尾、廣田　　　　

木：坂本、中村(孝)　　　　金：松本頼、金子　　　　土・日・祝日:福田、田渕     

　　参考

2020年度（昨年度）　連盟役員（我孫子市テニスクラブ在籍者）

会長 北村和夫　　　　 理事 大崎　忍

常任理事 山来　敏男 理事 河部　紀美子

常任理事 田中　忠大 理事 藤野　和枝

顧問 石川　透　　　　；体協理事

連盟加盟団体

火：田中(康)、大崎、野村、森、河部、中村(覚)　木：山崎、森、福田、伊藤　土:増留、田中(忠)、川口、北村、藤原

我孫子市テニスクラブ、若草テニスクラブ、NECテニス部、TeamDEN、チームJ、ベイリーフ、DTC、
布佐平和台テニス俱楽部、サークルサン

２０２１年度我孫子市テニスクラブ役員（案）
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　　　クラブ員へのお願い

記号１０５７０、番号２２３５７４９１　名義人アビコシテニスクラブ

ネットバンキングの場合は、ゆうちょ銀行、「〇五八」支店、口座番号「２２３５７４９」です。

　１． コートの使用について

（１）使用途中雨等により使用継続が困難になった場合には、「体育館窓口」及び会計にコート使用が出来なく
      なったことを電話で連絡をる。

　　  コート入口の開閉錠、コート予約及びコート料金の支払いはクラブ員が分担して行っています。

（２）湖北台中央公園庭球場の休日は、市条例で以下のように決められています。

　　① 休日 ： ⅰ毎月の最終月曜日　　ⅱ １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで

（３）当クラブC、Dコート予約時間　ⅰ ３～１０月　　　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで除く）
　　　（月・水・金曜日）　　　　　 　　 ⅱ １１月～翌年２月  午前９時から午後４時まで（正午から午後１時まで除く）

　２． コート利用方法について

 試合のマナーを今一度思い起こして、気持ち良くプレーを楽しみましょう。　尚、コート利用に関してのご意見が

ある場合には、役員会にその意見を寄せて下さい。

　３． 部内練習会

担当のコーチの指導の基に、次の部内練習会を実施します。

（１）火曜練習会、木曜練習会

　①火曜日１０：３０～１２：００　対象は一般。C、Ｄ面使用（８月休み）

　②木曜日１０：３０～１２：００　対象は一般及び初級者（初心者も含む）。Ｃ、Ｄ面使用（通年実施）

（２）土曜練習会

　　①第２、第４土曜日１４：００～１５：３０　D面使用（参加者数によりＣ面も使用、８月休み）

（３）初級者（初心者も含む）向けのゲーム練習会

　①初心者向け錬習会の修了者などが実戦経験を積むステージとして、必要に応じ実施する。

　４． ボールの使用と管理の協力

（１）NEWボールは平日C、D面だけに１回、土・日・祝日は全面に午前、午後の２回出します。

（２）NEWボールは開缶後外蓋、内蓋、空き缶を所定の袋に入れ、ボールは各コート用のかごに入れ移動・保管する。

　５． コート整備について--自分達で良いコートコンディションを維持しよう--

        

　６． ゴミの処理について--自分が出したゴミは、自分が持ち帰る--

なお、コート内では運動に必要な水分・栄養補給のための飲食しかできません。喫煙禁止です。

　７． 駐車場の利用について

公園駐車場は市の管理となっています。 開放時間は、８：３０から１８：００まで。時間外は施錠されます。

マナーを守りゆずりあいの精神で、皆で仲良くテニスを楽しみましょう！！

会費の納入は３月中にお願いします。出来るだけ”ぱるる口座”への振り込みを行うことにより、
会計担当者の負担軽減にご協力ください。

我孫子市の指定管理者からコート整備・管理の業務を受託しています。日頃のきめ細かなコート管理が大切です。　ゲーム
終了後プレーヤーはブラシ掛けを、次にゲームを行うプレーヤーはライン掃きを励行ください。

雨上がりのコート整備・ローラー転圧はコート状態を良好に維持するために大変効果があります。砂まき・ブラシ掛け・凸凹
の改修などに普段よりも多くの人手が必要です。誰かがやってくれるのではなく、「自分達で良いコートコンディションを維持
しよう」を合言葉に、いつもより早めにコートに参集しましょう。

公園及びコート内に、ゴミ箱はありません。　私物のゴミ、特にペットボトル等は各自でお持ち帰り下さい。

[９]



 我孫子市テニスクラブ 規約

　　　　　2015年2月22日　改定

第一条（名　称）　本クラブは、我孫子市テニスクラブと称する。

第二条(目　的)　 本クラブは、テニスの普及振興並びに会員の競技力の向上と会員相互の親睦を図り、テニ
　　　　　　　　　　　　　スを通じて社会に寄与することを目的とする。

第三条(活　動)　本クラブは、第二条の目的を達成するために次の活動を行う。
　　　1　上部団体に加盟し、役員及び選手を派遣し、その主催する活動に積極的に協力する。
　　　2  各種大会に代表選手を派遣し、他のテニスクラブとの対抗試合、親睦試合等を開催する。　　　　　　　　　　　　　　
　　　3　部内大会及び定期練習会を開催すると共に、会員相互の親睦を図るための活動を開催する。

第四条(会  員)　本クラブの会員は、我孫子市に在住、または在勤、在学する者とする。

第五条(会員の責務)　会員は、第二条の目的を果たす。また、第三条の活動を遂行するため次の責務を負う。
      1　各種行事に積極的に参加し、その運営に協力する。
　　　2  会員相互の親睦並びに他のテニス愛好者との友好に努める。
　　　3  会員は、別に定める会費を納入する。

第六条(役　員)　本クラブに次の役員を置く。　任期は１年とし、再任を妨げない。
　　　会　長　　1名、　　副会長　　2名、　　監　督　　1名、　　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　　1名、　　
　　　会　計　　1名、　　会計監査　1名、　 幹　事　　若干名、　　その他必要とされる役員

第七条(役員の任務)  役員は、次の任務を負う。
　　　1　会長は、クラブを掌握し代表する。
　　　2　副会長は、会長を補佐する。
　　　3　監督は、クラブ内外の具体的活動における技術面を掌握し、監督・指導する。
　　　4　マネージャーは、クラブ活動の一切を掌握し遂行に当たる。
　　　5　会計は、クラブの会計と財産を管理する。
　　　6　会計監査は、クラブの会計と財産の管理状況を監査する。
　　　7　幹事は、クラブ運営に必要な業務を分担し遂行する。

第八条(会　議)　本クラブの意思決定機関として、総会(定期総会、臨時総会)及び役員会を置く。

第九条(定期総会)　定期総会は、最高の決定機関として、毎年1回、2月最終日曜日に開催する。  
　　　1　定期総会は、当年度の活動結果と会計監査を経た収支決算報告、次年度の活動計画案と予算案の
　　　　　説明と審議(会費の決定を含む)並びに次年度役員の選任等の重要事項を審議決定する。
　　　2　定期総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長が可否を決
　　　　　定する。

第十条(臨時総会)　臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の３分の1以上の要請があったとき、
　　　　　　　　　　　　　随時開催する。
　　　1　臨時総会の議決は、定期総会に準ずる。

第十一条(役員会)　役員会は、総会の議決事項の執行のため、必要に応じて随時開催する。

第十二条(会　計)　本クラブの経費は、会費及びその他収入をもって運営する。

第十三条(会計年度)　本クラブの会計年度は、  ２月１日から翌年の１月末日までとする。 (2015.2.22改定)

第十四条(規約の改廃)　本規約の改廃は、総会において審議し、出席者の3分の2の同意で決定する。

附　則 1、 会費は、定期総会において金額を決定する。
2、 本拠は、湖北台中央公園テニスコートに置き、事務局は会長宅内に置く。

 *本規約は、旧我孫子市硬式庭球クラブ規約を改定し、2003年3月1日より発効。
　　- 以　上　-
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令和２年度 写真集

編集：柴尾、内尾 表紙・裏表紙：伊藤 製本：柴尾、稲木、伊藤、高田、石倉澄、河部

部内大会入賞者

元気なｵｰﾙﾄﾞｼﾆｱ（80歳以上）と若者（20歳以下、右下2人）達

練習会のコーチ陣 上から火、木と土曜日

火曜日円内 左 ：大崎 右 ：中村覚

馬渕


