
        第７４回理事会議事録 

 

日 時 平成２８年 ９月 ７日（水）１３時３０分～１６時４５分 

会 場 千葉県総合スポーツ科学センター 第４研修室  

出席者 会長 中村義久 

    理事 石塚明寛、手嶋雅人、高内恭子、大羽秀史、相葉 毅、鈴木一志、 

       井上義和、柳沢ふじ子、花田政明、中川正克、竹内 実、坂井哲男 

       東谷 操、山田 亮子、山本 信、北村ふぢの、斉藤 諏恵一 

                               以上１８名 

   ＜欠席＞土屋 善二、太田 範夫、渡辺良文、浜村 洵 

                               以上 ４名 

＜議題＞  中村会長挨拶 議事進行 

１、「第１７回千葉県シニアオープンテニス大会 in東金」  

石塚事務局長説明（資料参照） 

  開催月日 平成２８年 ９月１５日（木）、１６日（金） 

  募集人員 男女各７２名 合計１４４名   

  ８月３１日現在の参加状況を石塚事務局長説明 

   茨 城 男性６ 女性２ 栃 木 男性８ 女性２ 群 馬 男性３ 女性１ 

   埼 玉 男性６ 女性３ 岡 山 男性１ 女性６ 東 京 男性１ 女性１ 

   神奈川 男性４ 女性３ 岩 手 男性１     山 形     女性１ 

   富 山 男性１ 女性１ 千 葉 男性４６ 女性４５ 

  ＊男 性 千 葉 ４６ 県 外３２ 計 ７８ 

   女 性 千 葉 ４５ 県 外２０ 計 ６５ 

   合 計 千 葉 ９１ 県 外５２ 計１４３ 

  ＊宿泊無し ５名（男子２ 女性３） 

  ＊１日目「団体戦」男子 １９名×４組 ７６名 ２名余り（待機） 

           女子 １７名×４組 ６８名 ３名不足（日帰り３名を充当） 

  ＊２日目「個人戦」男子 ５名・女子 ５名×１３組 ＝１３０名 

           男子１３名×１組 ＝ １３名 

  スケジュール関係 

  ＊１日目 

   ０８：３０ 役員集合 

   ０９：００ 受付開始 ０９：４０団体戦リーダー会議 

   １０：２０ 開会式  

   １０：４０ 団体戦 １回戦 １～３ラウンド 

   １２：４５ 団体戦 ２回戦 ４～６ラウンド 



   １４：１０ 団体戦 ３回戦 ７～９ラウンド 

         １７：００迄 空コート使用ＯＫ！ 

         １５：００～部屋入室可能 

   １７：００ 懇親パーティー会場へ役員集合 

   １８：００～２０：３０ 懇親会・団体戦表彰・抽選会等 

   ２１：００～２３：００ カラオケ Ｏｒ 麻雀 

  ＊２日目 

   ０６：３０～０７：１０ 朝食（男性） 

   ０７：２０～０８：００ 朝食（女性） 

   ０８：００ コート準備 Ｏｒ 本部準備（男性役員） 

   ０８：１０ 個人戦リーダー会議 

   ０８：３０ 個人戦開始 

   １１：００ 昼食弁当到着 各組で引き取りに！（３～４名） 

         （空容器回収して返却！ 塵袋１４枚準備） 

   １４：３０ 各組ごとに表彰！ 表彰後記念写真撮影！（相葉、手嶋理事） 

         １６：３０迄 空コート使用ＯＫ 

 

  ＊エストーレ事前交渉に４名の方が！（中村会長・手嶋、石塚、相葉各理事） 

   懇親パーティー 

   「内容」１． １３，０００円／人→１２，０００円／人 値下げ 

１， ０００円／人分を料理関係にグレードアップに！ 

       ２． １，５００円の飲み放題プランに！（焼酎・ウイスキー・ウーロ

ン茶・ジンジャエール） ドリンクコーナーにて！ 

       ３．ビール中瓶 １本／人のみ、テーブルに配置済み！ 

       ４．テーブル配置食品 サンドイッチ・パスタ 他はビュッフェ形式 

         （食べ放題では有りませんので、節度ある取り方を！） 

      （開催前に団体男子組リーダーにくじ引きして取りに行く順番を決める） 

  ＊第１７回千葉オープンシニアテニス大会 in東金予算関係 相葉会計委員長説明 

  ＊第１７回千葉オープンシニアテニス大会 in東金 賞品・抽選会内容に付いて手   

   嶋競技委員長説明 

   「斉藤理事 ９０歳での参加を記念し、抽選会のくじを引いて頂く！」 

  ＊当日の名札関係に付いて東谷理事が説明！ 「サンプル提示回覧 了解を得る」 

  ＊パーティーにも名札添付、２日目の大会終了時に名札ケースのみ返却 

 

２、「第３６回日本シニアテニス千葉県大会」の募集内容を説明 石塚事務局長 

  資料参照！ 



  ＊日 時 平成２８年１１月１１日（金）０９：００～１６：００ 

  ＊会 場 千葉県総合スポーツセンターコート 

  ＊試 合 男女別ダブルス ４試合／組予定 

  ＊募 集 ８０組（男女各４０組）申込先着順 

  ＊申し込 ペアー申込 締切 １０月２１日（金） 

  ＊参加費 ４，０００円／組 

   

３、「第７回千葉・静岡親善交流大会」の募集内容説明 石塚事務局長 

  資料参照 

  ＊日 時 平成２８年１２月 ６日（火）～７日（水） 

  ＊会 場 沼津鷹運動公園テニスコート 

  ＊試 合 初日 対抗ダブルス戦 ２日目 混成Ｍｉｘ戦 

  ＊申し込 ペアー申し込（斡旋希望者は個人も可） 締切 １１月１５日（火） 

   

４、ホームページの新旧入れ替え、利用に付いて！ 

  中村会長・石塚事務局長説明！ 

  旧ホームページは、９月末で閉じる！（今は新・旧両方開示出来る！） 

  新ホームページを良く確認し、意見等が有れば事務局に！ 

  （各支部の活動状況を詳細に記入しているので！） 

 

５、会員動向（退会、休会含め！）相葉会計委員長説明 資料参照 

  ＊平成２８年 ９月 ２日現在 

   在籍者 ６１８名 休会者 ２９名 計６４７名 

  ＊中村会長より！ 

   休会扱いは原則２年！本部の規約では復帰時は休会時の会費は納入する事に成 

   っているが、千葉県シニアテニス協会は復帰時、休会時の会費は徴収しない事 

   にしている。 

 

６、その他 

  ＊支部報告 

   柏支部   １０月２０日（木）第４回支部大会開催 他支部に呼びかけ！ 

          １月１９日（木）第１６回新春シニアテニス大会 

 

   松戸支部  １０月１９日（水）第２１回支部シニアテニス大会 

         ＊賞品 コシヒカリ好評に付き準備！ 

         ＊参加応募の公平性（メールと葉書の違い）受付抽選採用 



   船橋支部  １０月１８日（火）第７回千葉中央・船橋合同大会 

 

   千葉中央  １０月１８日（火）第７回千葉中央・船橋合同大会 

         １２月１６日（金）第５回支部主催千葉県大会 

 

   木更津   １０月１３日（木）第３９回かずさグランドシニアテニス大会 

         男子 ４０名 女子 ４０名 計 ８０名 

         他支部からの参加協力を！ 

         （＊県シニアテニス大会等で海苔を賞品にしないで頂きたい！ 

         木更津支部の賞品オリジナルとしていますので！） 

    

   ＊次回「第７５回理事会」 １０月１９日（水）第３研修室 

    議題：第３６回日本シニアテニス千葉大会および第７回千葉県・静岡県 

       親善交流テニス大会に付いて、他。  

以上 

                                （文責 坂井） 


