
第 94 回理事会議事録 

日時   2021年 2月 25日（木曜日）13 時 30分～16時 30分 

会場   千葉県総合スポーツセンター・第３研修室 

出席者  会長兼理事長  石塚明寛 

     理事      大羽秀史、相葉 毅、手嶋雅人、中村義久、坂井哲男、 

             鈴木一志、東谷 操、太田範夫、北村ふぢの、山田亮子、 

             湶美智子、柳澤ふじ子、井上義和、竹内 実 

                                 以上 15名 

    ＜欠席＞     土屋善二 

 

（石塚会長より） 

   新しい体制になって初めての理事会です。2020年度決算の監査も無事に終了 

  致しました。本来は第 49回大会の準備のための理事会ですが、中止になりまし 

たので、議題に沿ってそれ以外の項目を進めていきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

 

＜議 題＞ 

１ 2021年度大会・理事会予定について          （説明：大羽事務局長） 

① 2021年度大会・理事会予定 

＊2月 6日に天台の全体調整会議があり年間の日程が決定された。天台での千葉県大会

の日程は、原則として雨天の場合の待機場所に使用する第 1研修室が空いている日

を選んだ。なお、理事会については、天台での大会の概ね 1週間前に設定した。 

・第 49回大会        3 月 3日       天台     中止 

・第 29回北関東大会     5 月 26日      水戸（茨城） 開催予定 

・千葉・静岡親睦会      6月 15、16日     静岡     開催予定 

・第 50回大会        7 月 21日      天台     開催予定 

・第 21回千葉県大会（東金オープン）              中止 

・第 51回大会（東金の代替） 10月 19日      天台     開催予定 

・第 15回千葉・埼玉交流戦  11月 17日      大宮（埼玉） 開催予定 

・第 52回大会        3 月 1日（2022年）  天台     開催予定 

 

②  静岡交流会要項（静岡県作成） 

        小規模限定の大会となるため、連盟としての募集はしない。 

    役員を中心に参加を行う予定 



③  千葉県オープン大会について 

・今年の大会については、エストーレのレストラン利用不可により中止 

・次回(2022年)の千葉県オープン大会については、今後場所を選定する。 

                                                          

  

 ２ 2021 年度事業について               （説明：石塚会長） 

  ① 会報について 

   ・2021年 CSTA会報は白黒からカラー版にリニューアルした。 

   ・紙の質を上げ、写真も多く取り入れ見やすくした。 

   ・会報発送の細部要領について説明があった。    （説明：相葉会計委員長） 

   ・来年度に向けての課題 

     ＊口座番号の記載ミスがあった。来年は注意して作業をする。 

  ② 新入会員紹介謝礼制度について          （説明：大羽事務局長） 

     ＊制度の主旨を会員に PRして、新入会員増加を目指す。 

     ＊新入会員を紹介した会員に謝礼（新入会員紹介賞）として、1 件に付き 

クオカード￥500を渡す。 

    

 ３ ホームページの変更について             （説明：太田理事） 

   ・「お知らせ」と「What’ｓNew」を統合 

   ・新しい情報は「お知らせ」の中に 1本化した。 

   

 ４ 会員の動き                     （説明：大羽事務局長） 

   ① 会員よりの問い合わせと回答 

    ・復会について 

      ＜問い合わせ＞ 2020年に退会したが、2021 年に復会可能か？ 

      ＜回答＞    ・2020年の未納分（本部年会費￥500）と 2021年の年会費 

               （本部年会費を含む￥1,500）を納入して復会できる。 

              ・会員番号は旧番号を使用できる。 

    ・移籍について 

      ＜問い合わせ＞ ペアーが埼玉連盟に所属しているが、埼玉を退会して 

              千葉所属に変更できないか？ 

      ＜回答＞    ・埼玉を退会して千葉に所属することも可能。 

              ・埼玉を退会しなくても複数地区への登録ができる。 

・複数地区へ登録した場合 

               ＊主所属の地区に本部年会費を含んだ年会費を納める。 

               ＊副所属の地区に本部年会費を除いた年会費を納める。 



 

➁ 2021年新入会員および紹介者 

 ＊ 新入会員一覧表    千葉新入会員は 4名     （2/25 現在） 

氏 名 支 部 入会年月 紹 介 者 

冨澤研二  柏 2021年 1月  中村義久 

山地雅子  船橋   〃  伴 敏 

北田敏郎 松戸   〃  西沢秀昭、渡邊英夫 

古内 弘  柏   〃  石川 透 

(渡邊吉幸) 柏 従所属千葉県で新入 

(主所属茨城県) 

 中村義久 

※今後新入会者の動向を会員の方にも周知できるよう、HPに掲載を検討する。 

③ 2021年全国新入会員  上位 5県      （2/25現在） 

福岡―28名  静岡―16名  鹿児島―14名  徳島・埼玉―10名  

    ＊今年の千葉県の新入会員目標は 58人（2019年目標数 56人+2人） 

  

５ その他 

 ① 支部報告 

   ＊柏支部 

     ・1/14   新春大会はコロナ禍のため中止とした。 

     ・1/14、21 新春大会の代替に親睦交流会を開催。4面 4時間 4 ゲーム先取 

           くじ引きで組み分けして乱数表を使い開催。   参加者 32名 

     ・4/8    第 13回シニアテニス柏支部大会        開催予定 

     ・11/4   第 14回シニアテニス柏支部大会        開催予定 

     ・未定ではあるが、今後コートを確保して 4面 4時間、月 1回の親睦会として

月例会を計画中。参加費￥300 

   ＊松戸支部 

     ・1/27     総会で支部役員の新旧交代、新役員 8人での運営に 

     ・4/14   第 30回松戸支部シニア大会          開催予定  

           30回記念大会なので、記念品を準備、募集 108名 9面使用 

           松戸支部会員には 3/8に発信予定。 

        ※コロナ・緊急事態宣言の動向を踏まえ、大会開催の可否について 3/3に

臨時支部役員会を予定 

   ＊船橋支部  

     ・11/30  役員会で体育施設利用者カードの提供者（会員紹介の非会員のみ）

に今年から 1人￥1,000（クオカード）の謝礼を決定 

例会 グラスポ 6面 45名参加 



     ・12/21  例会 グラスポ 6面 43名参加 

     ・1/25   例会 グラスポ 6面 41名予定 ＊コロナ感染拡大のため中止 

     ・2/22   例会 グラスポ 5面 41名参加 

 

   ＊千葉中央支部 

     ・9/7    第 14回千葉中央支部大会            開催予定 

     ・12/3   第 15回千葉中央支部大会            開催予定 

・人事問題 役員の若返りを図りたいが成り手がなく苦労。 

     ・会員の所属の地域が広すぎて、コートの確保が難しい。 

   ＊木更津支部 

     ・6/3   第 48回かずさグランドシニアテニス大会     開催予定 

          今回はコロナ禍のため、オープンではなく木更津支部だけで 

          開催予定 

     ・今後館山の会員の皆さんにも参加してもらうように、ミニ大会等を計画して 

      支部の活性化を図りたい。      

        

 ②次回理事会 

     ・第 9５回理事会   2021年 7月 16日（金曜日）  

     ・千葉県総合スポーツセンター第 3研修室   

                         

                              （文責：北村） 


