
 

 

第１０３回理事会議事録 

日時   ２０２３年２月１９日（日曜日）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、坂井哲男、北村ふぢの 

            東谷 操、太田範夫、湶 美智子、田辺美智子、柳澤ふじ子 

井上義和、飯野はる子 

                                 以上１３名 

                                  

＜欠席＞  山田亮子、土屋善二、竹内 実                        

以上 ３名 

（石塚会長より） 

  今日の理事会は主に第５５回千葉県大会の準備です。しっかり確認をして資料に沿っ

て進めて行きます。 

新役員の田辺さん飯野さんにも加わってもらい、大会の運営がスムースに出来るよう 

に準備をしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

＜議 題＞ 

１ 第５５回シニアテニス千葉県大会について                     

① 第５５回千葉県大会開催要項          （説明：石塚会長） 

・会場：松原テニスクラブ印西 

・雨天等での中止の場合は、当日朝６時までにメール或いは電話にて知らせる。 

 中止の場合、会場への集合は無し 

・参加費は当日受付時に集金、なお同時に２０２３年の年会費（￥１，５００）の 

納入も別途受付をする。 

    ・２月１７日以降のキャンセルの場合は、参加費を徴収 

② 参加者                    （説明：大羽事務局長） 

・男性 ５６名  女性 ３１名 （２０２３/２/１９現在） 

   ・ベストシニア賞 

     ＊男性 檜貝 太郎様（千葉中央支部） ８５歳（１９３８/３/１１） 

     ＊女性 田辺たづ子様（千葉中央支部） ８０歳（１９４３/３/２０） 

  

   ・本部常駐役員 

     石塚会長、手嶋理事、田辺理事 

 

 



 

 

③ 組分け案・リーダーの決定・コート割       （説明：手嶋競技委員長） 

・男性５６名 女性３１名  

１～６組（ミックスダブルス） 

７～９組（男子ダブルス）   

＊男性が女性より２５名多いので７～９組が男子ダブルスとなる。 

・リーダー・コート番号  （敬称略） 

１組 江井重郎（９番）  ２組 松井和子（７番）  ３組 福住喜嗣（８番） 

４組 林 直子（６番）  ５組 高成田豊（１０番） ６組 渡邊久江（１１番） 

７組 相部元司（１２番） ８組 石井 清（１３番） ９組 中西晴義（１４番） 

  

④ 賞品 

・賞品は商品券とする 

  １位 ￥１，５００  ２位 ￥１，０００  ３位以下 ￥５００ 

  但し男子ダブルスの７～９組は 

  １～２位 ￥１，５００  ３～４位 ￥１，０００  ５位以下 ￥５００ 

 

⑤ 予算                   （説明：相葉会計委員長） 

・第５５回日本シニアテニス千葉県大会 予算案 

項 目 金 額 摘 要 

収 入 １８０，０００ 参加費９０名分 

支 出 １５２，９１２ 賞品代、コート代等 

差引残高 ２７，０８８ 経常費に繰り入れ予定 

 

⑥ 事前準備・当日持参品           （説明：大羽事務局長） 

・事前準備の説明、当日持参品の担当の確認があった。 

 

⑦ 当日スケジュール・役割分担 

８：００   役員集合            全役員 

       本部準備            手嶋 

       コート準備           男性役員 

       ＊「月極駐車場」に駐車しないよう注意する。 

８：３０   受付開始 （体温測定）     坂井       

       ＊参加費集金          女性役員 

       ＊年会費集金          相葉 

８：４５   リーダー会議          手嶋 

       ＊リーダーには８：３０集合で案内 



 

 

９：００   開会式             全選手 役員 

       司会進行            坂井 

       会長挨拶 

       ＊ベストシニア賞表彰      石塚 

       ・男性 檜貝 太郎様（８５歳） 

       ・女性 田辺たづ子様（８０歳） 

       写真撮影            相葉 

       競技についての注意事項     手嶋 

       ラジオ体操 

       ＊開会式前に適宣放送 各人で実施  

９：２０   試合開始 

１４：００   表彰式準備           手嶋 

        表彰式              石塚 

                        女性役員 

        写真撮影             相葉 

１５：３０   後片付け開始          全役員 

１６：３０   解散 

 

２ ２０２３年ＣＳＴＡ会報について        （説明：石塚会長） 

  ・今まで会報に掲載していた前年決算と当年予算を別刷にしたため、空いたページに 

   昨年、実施した大会報告・大会の写真・テニスにまつわるコラム・朝日新聞記事に 

   よる「テニスと健康」・「新入会員からの一言」等のコーナーを設けた。 

  ・１ページのタイトル横のマーク（相葉理事によるデザイン）をこれからＣＳＴＡの

シンボルマークとして各支部でも活用していく。 

  ＊ＣＳＴＡ会報は活動内容をＰＲするのに良い材料なので、各支部でも募集用として 

   活用する。 

 

３ 会員の動きについて              （説明：大羽事務局長） 

① ２０２３年会員の増減 

入会会員  １５名 

退会会員  １５名 

在籍会員 ５４２名  （２０２３/２/１５現在） 

   

② 新入会員一覧表 

 新入会員１５名のほか、復会２名及び従所属１名 

 



 

 

③ 支部別在籍会員数（２０２３/２/１５現在） 

 

支 部 男 性 女 性 計 

柏 ７８ ５３ １３１ 

松 戸 ７０ ８３ １５３ 

船 橋 ４９ ３８ ８７ 

千葉中央 ５３ ７９ １３２ 

木更津 ２２ １７ ３９ 

合 計 ２７２ ２７０ ５４２ 

 

 

④ 全国新入会員数 

１位 福岡県（４４名）     ２位 東京都（３１名）  

３位 栃木県・静岡県（１６名） ５位 千葉県（１５名） 

＊２０２２年全国在籍会員数 ７６３名 

 

⑤ ２０２２年新入会者・紹介者 

 ＊２０２２年１月～２０２３年１月までの新入会員５１名の内、紹介者による 

  新入会員は３９名であった。 

 

４ ＣＳＴＡ資産管理台帳について         （説明：相葉会計委員長） 

  ・２０２２末現在の状況について会計より説明 

 

５ その他 

① 支部報告 

＊柏支部 

     １/１２    第２２回新春シニアテニス柏大会       開催 

            男性６１名 女性４３名 計１０４名参加  

            ９組（ミックス） １組（１６名男子ダブルス） 

               開会式では太田柏市長、吉田ご夫妻に臨席いただき華や 

               いだ。 

     ４/６ （木） 第１７回柏支部大会            開催予定 

     １１/９（木） 第１８回柏支部大会            開催予定 

 

 

    



 

 

    ＊松戸支部 

         ２/１（水） 支部総会で太田春美さん、平田真理子さんが役員に決定 

         ４/１２（水）第３６回松戸支部大会           開催予定 

                ペア変動制男女別ダブルス 

                男女各４５名ずつ（９０名）募集予定 

                ３/７頃 募集案内を出す 

    ＊船橋支部 

         １/２３（月）午前中役員会   例会は雨で中止 

         ４/１７（月）千葉中央支部・船橋支部交流会       開催予定 

                各支部 男女各２０名ずつ募集 

    ＊千葉中央支部  

         １２/６（２０２２） 

                第２回千葉中央支部・CVTT交流大会 

                ６９名参加           青葉の森にて開催 

                雨模様だったが１１時開始で１５時には全試合が終了 

         ３/７（火）  第３回千葉中央支部・CVTT交流大会   開催予定 

                ８０名募集中  各支部 男性２０名 女性２０名 

                ペア変動制男女別ダブルス 

         ４/１７（月） 千葉中央支部・船橋支部交流会      開催予定 

    ＊木更津支部 

         ６/１（木）  第５２回かずさグランドシニアテニス大会 開催予定 

                ３月上旬からオープン参加で募集開始 

                ペア固定男女別ダブルス  男女各２０組 

  

② 第１０４回理事会について 

 ６/１０～１１頃に第１０４回理事会の予定 

 会場の予約が取れ次第決定 

                            （文責：北村） 


