
第９７回理事会議事録 

日時   ２０２１年１２月４日（土曜日）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 

                                 以上１４名 

＜欠席＞   土屋善二、竹内 実           以上 ２名         

（石塚会長より） 

  コロナ感染者が減り、２年振りに大会を開催できる状態となりましたが、また新しい

オミクロン株が増えつつあり、第６波の感染拡大が心配です。 

通常、理事会は大会１週間前に開催していましたが、１年を振り返りまた来年の計画等

の話もできるのではないかと思い、初めて１２月に設定しました。よろしくお願い致し

ます。 

   

＜議 題＞ 

１ 人事 会計監事 退任・新任              （説明：石塚会長） 

・２０１９年から約３年間、会計監事の役にご尽力いただいた浜村監事が退任 

・新任の会計監事には中村理事が就任 

 

２ 千葉県オープン大会会場について            （説明：石塚会長） 

    以前からエストーレ(東金)を会場として準備してきたが、台風被害やコロナの影響

等でエストーレが宴会提供の営業を中止したため、オープン大会の開催ができな

くなった。 

    今後、安定してオープン大会を開催できるよう 6 カ所の会場を検討してきた結果 

    最終的に次の２候補が残った。 

① ロイヤル SC テニスクラブ（コート） 

      クリアビューゴルフクラブ＆ホテル（宿泊・宴会） 

② 一宮シーサイドオーツカ               

   以上 2 ヶ所に対する調査を次のとおり実施した。 

    ＊４/５ ロイヤル SC テニスクラブ現地打合せ (石塚会長、大羽理事) 

＊７/５ ロイヤル SC テニスクラブ現地打合せ 

         （石塚会長、大羽理事、相葉理事、手嶋理事） 

    ＊５/７ 一宮シーサイドオーツカ 現地打合せ 



（石塚会長、相葉理事、中村理事）              

    ＊１１/１～２ ロイヤル SC テニスクラブ・クリアビューゴルフクラブ＆ホテル

宿泊体験会実施 理事１３名参加 

参加した理事の感想及び意見 

  ・ 宿泊施設とコートは良かったが、ホテル～コート間の距離が気になる 

・ 昼食時の混雑が心配、時間制約が必要なのでは 

・ 宿泊施設の室内、浴室は広くて良かった。 

・ コートが 1 か所で移動しないで済む。 

・ 東金市から野田市に変更することで、今までと違ったメンバーの参加が期

待できる。 

・ 野田市は北関東地区の中心にあり、関東周辺からは行きやすい。 

・ 宿泊施設もテニスコートも合格点である。 

     以上の感想・意見を総合してロイヤル SC テニスクラブ・クリアビューゴルフ 

クラブ＆ホテルに決定し、理事会出席者全員の承認を得た。 

      

 ３ 競技委員より                    （説明：石塚会長） 

   ①２０２１年大会実績 

    ・３/３     第４９回大会   （天台）       中止 

    ・５/２６    第２８回北関東大会（水戸）       中止 

    ・６/１５～１６ 静岡交流戦    （山中湖）      中止 

    ・７/２１    第５０回大会   （天台）       中止 

            第２１回千葉県オープン大会       中止 

    ・１０/１９   第５１回大会   （天台）       開催 

            男性４４名 女性３２名 本部常駐２名 計７８名参加 

    ・１１/１７   第１４回埼玉・千葉交流戦（大宮）    開催 

            男性１７名 女性１７名        計３４名参加 

    ・３/１     第５２回大会   （天台）       開催予定 

 

   ②２０２１年支部大会実績 

    ・柏支部 

      １/１４、１/２１          親睦・交流会開催       

５/２４、６/１０、６/２４、７/１５  月例会開催          

４/９、４/１６           コート冠水のため月例会中止 

８/１９、９/３０          緊急事態宣言のため月例会中止 

１１/４               第１４回柏支部大会開催 

                男性１６組、女性１０組参加 



    

 ・松戸支部 

       ４/１４  第３０回松戸支部大会     中止（コロナ） 

       ７/１４  第３１回松戸支部大会     中止（コロナ） 

      １０/１３  第３２回松戸支部大会     中止（降雨のため） 

              参加予定５７名（男性２７名 女性３０名） 

    ・船橋支部 

       １/２５          コロナで中止 

１１/２２         降雨のため中止 

       ２/２２、３/２２、４/２６、５/２４、６/２８、７/２６、８/２３、９/２７ 

       １０/２５         月例会開催 

       １２/２０         忘年テニス（紅白戦）開催予定 

    ・千葉中央支部 

       ７/２   第１１回千葉中央・船橋合同大会  中止（コロナ） 

       ９/７   第１４回千葉中央支部オープン大会 中止（コロナ） 

       １２/３  第１５回千葉中央支部オープン大会 開催 

参加７２名（お試し参加５名） 本部常駐１名  

    ・木更津支部 

６/３   第４８回かずさグランドシニア大会 開催 

      男性１２組（２４名） 女性６組（１２名） 参加 

       １０/７  第４９回かずさグランドシニア大会 開催 

             男性２４名  女性６名  参加 

 

   ③２０２２年全国大会、オープン大会、県大会予定 

    ・３/１     第５２回千葉県大会     天台 

    ・３/８～９   水戸オープンテニス     水戸市総合運動公園 

    ・４/１２～１３ 那須野が原オープン     くろいそ運動場 

    ・５/３１～６/３ 日本シニアテニス全国大会  三重県 

    ・５/２６    北関東地区大会 (未定)    水戸市総合運動公園 

    ・６/１４～１５ 千葉・静岡交流会        山中湖 

    ・６月下旬    第５３回千葉県大会      天台 

    ・９/５～６   千葉県オープン大会㏌野田    ロイヤル SC テニスクラブ 

    ・９/７～８   全国団体＆夫婦ミックス大会  富山県 

    ・９/１５～１６ 夫婦＆ミックス・in 那須    くろいそ運動場 

    ・１０/１２～１３ 秋季全国大会         広島県 

    ・１０月中旬   第５４回千葉県大会          （場所未定） 



    ・１０/２５～２６ 伊香保オープン         ぐんま総合スポーツセンター 

    ・３月初旬（２０２３年）第５５回千葉県大会   (場所未定) 

 

⓸第５２回千葉県大会開催要項（案）２０２２/３/１（火）（説明：石塚会長）            

     ・募集人員    １６０名（男女各８０名） 

     ・参加費     ￥２，０００ 

      (従来、¥1,500 だったが、今後¥2,000 としたい → 全員了承) 

     ・集金方法    当日集金とする 

      (従来、口座振込として、年会費同時納入も可としていたが、混乱を避けるた

め参加費と年会費の納入を別とする) 

     ・申し込み〆切  ２月１４日（月） 

     ・年会費については、２月上旬に発送する会報で案内する(振込用紙を同封)。 

    ＊ドロー作成について              （説明：手嶋競技委員長） 

     第５２回千葉県大会より、ドロー作成を千葉中央支部の田中和夫さんにお願い 

     する。 

 

  ４ 事務局より                   （説明：石塚会長） 

① ２０２１年会員の増減 

     ・在籍から退会５７名、新規休会者１０名、他県へ移籍２名  計６９名減 

     ・新規入会員数１５名、他県から入会３名、休会から復会３名、 

      退会から復会１名                    計２２名増 

     ・６９名―２２名＝４７名減 

     ・在籍会員６３９名―４７名＝５９２名（２０２１/１１/３０現在） 

② ２０２１年新入会員、紹介者について事務局から説明 

③ 全国新入会員数 

       １位 福岡県８８名  ２位 静岡県４９名  ３位 埼玉県２８名 

         ＊千葉県は１５名で全国１７位 

    ④２０２２年会報について 

     ・２０２２年会報のページ割について説明 

     ・P-7 「支部、市町村別会員数」を削除し、下記項目内容に変更 

         ＊各支部大会の申し込み先を記載する。 

         ＊全役員、各支部役員の写真のコーナーを設ける。 

         ＊千葉県のマスコットキャラクター等も入れる。 等々 

 

 

 



５ 会計委員より 

①  ２０２１年度 収支報告概要(案)      （説明：石塚会長） 

・収支概要は次のとおり 

 予 算 実 績 実績－予算 

収入合計 2,468,769 2,641,723 172,954 

支出合計 1,057,800 1,358,397 300,597 

未払金 320,000 313,500 △6,500 

繰越金 1,090,969 969,826 △121,143 

       

② ２０２１年度 収支報告(案)        （説明：相葉会計委員長） 

・収支報告(案)について説明 

③ ２０２２年度 事業予算（案） 

・事業予算(案)について説明 

     予算案について次の要望があった 

      ・皆勤賞（年３回の千葉県大会に全部参加した人）及び紹介者謝礼（新入会員 

      を紹介した人への謝礼）について今後引き続き予算化したい。 

      ・試合用ボードのゴムが痛んできたので、修理費を新たに予算化して欲しい。 

 

  ６ その他 

    ①支部報告 

     ＊柏支部 

       ・１/１３  第２１回新春大会を予定  １２０名定員 

 現在１１６名の申し込み（会員以外３０名の申し込み） 

     ＊松戸支部 

       ・１０/１３ 第３２回松戸支部大会   降雨のため中止 

       ・１０月に来年度のコート調整会議があり、４/１３、７/１３、１０/１２ 

        の３大会を設定することができ、１週間後の予備日についても確保(新規) 

       ・7/6～7 「白子お楽しみ大会」を予定 

        コロナ等のため「白子お楽しみ大会」が開催できない場合に、7/13 松戸

支部大会を行う(どちらか一方)。 

        「白子お楽しみ大会」実施が前提 

     ＊船橋支部 

       ・１１/２２  月例会   降雨のため中止 

       ・１２/２０  忘年テニス 紅白戦を予定   （男女各２０数名募集） 

               賞品を準備  参加費無料 

       ・グラスポの駐車場有料化に伴い、次年度から参加費を少なくしたい。 



     ＊千葉中央支部 

       ・１２/３   第１５回支部大会 男性３６名 女性３６名参加 

               遠方からの参加者は第２試合から、役員は最終試合に 

               組まないなどの配慮をした結果スムーズに出来た。 

       ・来年９月からの天台使用不可に伴い、CSTA と CVTT（千葉市のベテラン

チーム）との交流会を予定 (９/１、１２/１、３/２の３回を要望予定) 

       ・船橋支部との交流会は、今後調整 

     ＊木更津支部 

       ・２０２２/６/２  第５０回支部大会を予定(オープン大会) 

                 記念大会なので、賞品を予定 

       ・２０２２/１０/６ 第５１回大会を予定(オープン大会) 

     

②次回理事会 

     ・第９８回理事会 ２０２２年２月２２日（火）１３時３０分～１６時３０分 

      千葉県総合スポーツセンター第３研修室 

                                 （文責：北村） 


