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 「新任のご挨拶」 

 

鎌倉いずみテニスクラブの皆様、大橋町子です。今期、広報を担当させていただきま

す。皆様のご協力のもとなるべく皆様が興味のある事について取材させて頂きます。

取り上げて欲しいテーマを遠慮なく、お近くの常任委員へお伝えください。その都度、

広報が取材に上がりますので、ご協力宜しくお願いします。 

 

「コート掘り起しが行われます！」 

   

会員子)今年のゴールデンウィークはいずみでテニスを楽しもっか♪ 

会員母)新緑に囲まれてテニスをしながら過ごすお休みも素敵ね。でも今年はコート

の掘り起しが予定されてるので難しいかもしれないわね。 

 

子)そうなの？しばらくテニスは出来なくなるのかな？残念だなぁ。 

母)4月末から 3週間くらいなんだって。でも 1面ずつという話だから、 

全く出来なくなるという訳ではないみたいよ。 

 

子) 掘り起す時に何かお手伝い出来ることはあるかな？ 

母)ママも初めての経験だからよく分かってないんだけど、土を運んだり、小石を拾

う作業があるんだって。頑張ってお手伝いしようね♪ 

 

今年度も昨年同様に年会費の支払いをお願いします。 

1. テニスコートでのお支払い 

4月 20日（金）10時～12時、4 月 21日（土）13時～15時、 

4月 22日（日）10時～12時  

※（金）（日）は午前、（土）は午後です 

 

2. 郵貯バンクへ振り込み（今泉台店に口座を作りました） 

口座名： カマクライズミテニスクラブ 

 郵貯バンクからの振込み： 

（記号）10960 （口座番号）30659881 

 他金融機関からの振込み： 

（店名）0九八 ※「セ」を入力すると 0九八の店名が出ます。 

（店番）098     

（預金種目）普通預金 （口座番号）3065988 

 

振込みの場合、4月末までにお願いします。 

* 振込み手数料は負担願います。 

 

 平成 30年度定期総会が 2月 25 日（日）に無事終了しました。（p2-9） 

 年会費の支払方法は昨年同様です。銀行振込は 4月末までにお願いします。(p1) 

 第二回常任委員会は 3月 18日（日） 

 スプリングマッチが 4/15（日）に開催されます。応募締切 4月 7 日。 

  警告！！！ 湯沸かしポットの電気を消してから、物置の鍵を閉めてください。 

  警告！！！ 珈琲カップは使用した方が洗っていただくようお願いします。 

  

1/10 10/10 



 

平成 30 年度 第 1 号                                                            2018 年 3 月吉日発行 平成 30 年度 第 1 号                                                            2018 年 3 月吉日発行 

鎌倉いずみテニスクラブ 鎌倉いずみテニスクラブ 

平成 30 年度定期総会が開催されました。 

 

議 事 録    

 

会議名  ：  平成 30 年度定時総会 

日 時  ：  平成 30 年 2 月 25 日 13：00 ～ 15：00 

場所   ：  今泉台町内会館 １階ホール 

出席者  ：  福島常任委員長、宇都宮副常任委員長、伊藤肇事業企画常任委員主査、 

能澤コート・環境管理常任委員主査、大橋町子会計常任委員主査 

        上田監事、橋本監事  他 38 名、合計 45 名（内 18 歳未満 1 名） 

議長 ： 鯨井 征一              書 記 ： 橋本義雄       敬称略 

添付資料：「平成 30 年度定時総会開催のご案内」、「H30 年度鎌倉いずみテニスクラブ定時総会資料」 

「平成 29 年度 決算報告書（平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日）」、 

「H30 年度 定時総会 出欠状況表」 

 

 

１． 開催にあたって 

（１）議長、書記の選出 

福島常任委員長より議長に鯨井征一氏、書記に橋本義雄氏、議事録認証者に河野英至氏 

が指名され拍手で承認された。 

（２）総会の成立 

表決権を有する会員総数 126 名に対し、本日の表決権を有する出席者 44 名、委任状 74 枚に 

つき会則第 21 条に則り委任状を出席に替え、出席者総数が会員総数の過半数を満たす事より、

本総会が成立する事が報告された。 

（３）議長より会則第 19 条に「総会の議決事項」が規定されているが、本日は 4 項「名誉会員の 

 選任」及び 5 項「解散」はない、また会則第 18 条にある会員総数の過半数の同意がある、 

 あらかじめ通知しない議決事項も今回ないことより、本日の議決事項は会則 19 条 2 項 

 「平成２９年度決算、平成３０年度事業計画及び予算」、3 項「役員の選任と承認」について 

審議されること説明有り。 

 

２． 報告事項 平成 29 年度一般経過報告 

（１）総括： 

福島常任委員長より報告 

     老齢化に伴う会員数の減少傾向に歯止めがかからず、最盛時の 1/3 に減少している。 

     地域の人との交流の場としての意義も大きく、コートに来ることにより人生がより 

     有意義となるような、一層の交流の場とする事が重要。当クラブが末永く続くように 

     常任委員会を通し積極的な活動が必要。 

 

     役員間の役割分担、とくに若い人への移譲、老齢化が進行するに伴い活動自体が難しく 

     なってきている現状。しかし現役組は時間制限もあり、職務の工程を簡素化させること 

     も必要で、その点についても留意して活動してきた。 

     必要なものの精査、集中化、設備のリニューアル化にも努めた。  

     一方週末のコート整備にも努めたが、平日の整備については各委員の協力を得て 

     コート整備が順調に進められたことに対し、深く感謝申し上げたい。 

 

     会員についても 

     新規会員確保活動を積極的に進める為、岩瀬地区への募集活動を広げ 

     勧誘ポスターも新たにスーパーの掲示板、町内会掲示板等へも貼らして頂き 

     勧誘活動を積極的に推進した。 

 

     会計についても 

     りそな銀行での年会費一括管理が出来なくなり、その対策としてコートでの集金活動に 

     加えて、近くで利便性のある今泉台の郵便局に新たに口座を開設し、会員の支払いに対す 

     利便性を追求、実施した。その他、クラブの安全性等を保つ為、すずめ蜂の巣の駆除等も 

     迅速に対応した。  

 

（２）事業企画委員会 

伊藤主査より報告 

・昨年同様「スクール」「コート解放」「クラブ内親睦試合」「対外試合」を運営。 

 野本コーチによる「スクール」は好評で、春、秋ともに盛況でここ数年は参加者２０名 

 程度で順調に推移 

 

・「対外試合」は七里ガ浜戦が雨の為春、秋ともに中止、又参加者減少が続いていた 

 「桂南台戦」は３０年近く実施して来たが、ここで一旦見送り様子を見ることにした。 

 

・「ジュニアスクール」は夏に４日間実施し、好評、今後も積極的な参加をお待ちします。 

 

（３）コート環境整備委員会 

能澤主査より報告 

・Ａコートにゴルフボール防御壁を設置、併用として「一人テニス、練習」も可能となった。 

・コート散水口を二か所にし、テニス終了後の整備時間の短縮に貢献 

・コート整備用具の整備 

・東屋の傾斜改善、屋根の葺き直し、ラケット置き場の修理、テーブルの作成等、 

コート環境の整備に積極的に努め、当初の大半の目的は達成できたように思う。 

又、月２回の清掃を継続実施し、清掃協力者の記録を取る手法を取り入れ、 

今後の「みんなで作るコート」活動の活性化につなげたい。 

   

  （４）会員委員会 

    宇都宮主査より報告 

    ・会員数の減少に歯止めかからず。平成２８年度末１４５名⇒平成２９年度１４１名。 

     ４名減。（内訳 退会者１１名内３名死去、入会者７名）、高齢化に伴い退会者が増えて 

くることは避けられないと予想される。 
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    ・入会については、正会員２名、家族会員２名、準会員３名の方が新たに入会された。 

    ・コート利用については昨年対比で１日平均、約１名増でクラブ運営上好ましい傾向となった。 

    ・平成２８年度から導入のビジター制度に関しては、平成２９年度のビジターは平成２８年度 

 の５８名から８５名と大幅に増え、クラブ活性化の一助となった。 

    ・主な活動項目 

     ２０１７年度「会則」製本＆配布 

     ２０１７年度「会員名簿」製本＆配布 

     会員バッチの発注 

     コート掲示板管理 

     会員募集のポスター掲示 

     年会費徴収方法変更の徹底 ― 会計と連動、一部戸別訪問による支払徴収活動 

 

（５）広報委員会 

福島主査より報告 

 ・ITC ﾆｭｰｽ ～ 常任委員会の開催に合わせ、その内容及びｲﾍﾞﾝﾄ情報を中心に 4 回発行 

 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ～ 昨年に引き続き橿淵和枝会員の協力で最新ﾆｭｰｽを掲載、会員の随筆、 

         Twitter、SNS 連携の要望有るも次期委員への検討課題として提起 

 ・クラブのコミユニケーションツールとして、今後積極的な活用を期待 

 （６）会計委員会 

    福島主査補足説明、報告 

     ・新たに女性の会計主査を置き、運営する方向になったことを踏まえ 

      管理の安全を確保する為、銀行の金庫契約し利用する手段を採用した。 

      この銀行金庫（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｂｏｘ）の管理は常任委員長の元に置き、 

      金庫管理は常任委員長とし、会計の実務は会計主査とする職務分担を明確化させ、 

      管理の安全を図るとともに、会計業務もスムースに進み、女性主査への過度の 

      管理負担がかからないように対処した。 

     

     以上の報告に対し質問・意見等として 

 

     ・ビジターの利用状況の把握と実態の説明要望 ― どの程度のビジター利用か 

      ビジターの実際の意見、評価はどうか？ 

      ⇒これに対し、回答として、 

      宇都宮会員主査から昨年度 ５８名、２９年度 ８５名となり、大幅に増えている。 

      収入としては、単純に単価５００円をかけて、平成２９年度は収入として 

      ４２，５００円(500x85=¥42,500)を得ている。 

      

     ・ビジターの評価、感想として大森会員（ビジター同伴が多い）より 

      友人を呼びプレーしたが、感想としてアットホームな感じで、皆さん親切、丁寧で 

      又来たくなるような環境であること、好意的で好印象である旨の説明がなされた。 

     

      

３．議決事項 

 （１）第 1 号議案：平成 29 年度決算報告（平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

    大橋主査より報告 

     まず、『コート整備等積立基金』についての説明がなされた。 

 

     『特別積立基金』： 

これは万が一コート用地を返還しなければいけない状況になった時、原状復旧工事など 

不測事態への対応費用であり、通常手を付けてはいけないお金。 

現時点積立額合計は 5,307,239 円。 

 

     『ｺｰﾄ整備積立基金』： 

コート整備においてコートの掘り起こし、ローラーの更新等年度毎の一般会計予算では 

吸収が難しい（一般会計の支出の平準化）対策費用のための積立金。 

積立額目標 370万円でｽﾀｰﾄしH29年度 4,201,023円となり既に目標を超過達成している。 

 

     『周年事業積立基金』： 

平成 31 年度（来年）の 40 周年記念行事を開催するための積立金。積立額目標（10 年間 

で）60 万円でｽﾀｰﾄし H28 年度で合計 42 万円とまだ目標に到達していないが、『コート整 

備積立基金』と合計した金額では両方の目標額合計を既に超過達成している（積立の資金 

は出来ている）従って、コート整備積立基金と周年事業積立基金のバランスをとる為、 

今年度はコート整備積立基金を１８万円取り崩し、一般会計口座を一旦経由させて、 

周年事業積立基金へ振り替えた。結果、コート整備積立基金は現時点で 4,021,023 円、 

周年事業積立基金、600,000 円、２つの総額で 4,621,023 円を有している。 

 

     尚、決算の日時記載については 

     平成３０年⇒平成２９年度に変更修正 １月２３日⇒１２月２３日に変更修正  

     する旨の説明がなされた。 

      

   以上の報告に対し 上田監事より、帳簿・現金・通帳・コート利用券などの監査を 

 平成２８年１２月２３日に実施し、その結果相違ない旨、確認されたことが報告された。 

 

＜質疑・応答＞ 

 Q．中島 清会員より下記の指摘と質問がなされた。 

  １）１２月２４日〜１２月３１日までの期間がこの決算記載内容であると空欄期間となり、 

その間の金銭移動があった場合の推移が担保されていない。決算の締が１２月３１日で 

あるので、この空欄期間の特別記載説明が決算書に記載されるべきで、この間の説明記載 

がないと、空欄期間の担保がない。福島常任委員長から、この短期期間内については 

お金を動かさない対策をとった旨の説明がなされたが、次年度会計等への引継概念から 

しても、この矛盾点は解消しておくべきとの意見具申があり、次年度は対処する旨の 

返答がなされた。 
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  ２）同じく第二点の指摘として 

   「コート整備等積立基金に関する細則」第８条「利息の取り扱い」に関しては「本資金の 

資金運用による利息は、一般会計に繰り入れる」と記載されている。しかしながら今回はコ 

ート整備積立基金の利息が３６円と少額ではあるが、一般会計に繰り入れられずに処理され 

ている。このことは、会則 第８条の利息の取り扱い規定通りの処理がなされていない 

決算書となっており、会則規定と矛盾しているとの説明、指摘がなされた。これを受け 

本年度の決算では平成２９年度と平成３０年度の２期分の利息を合計したものを、一般会計 

に繰り入れて決算処理をする。又利息分の一般会計への繰り入れを必要としないように会則 

を変更し総会に提案するかを今後の常任委員会を通じて検討していくという方向で進める 

ことで承認を得た。 

  

質疑応答も踏まえ、承認に賛同の方の挙手多数で「平成 29 度決算報告」は承認された。 

 

 （２）第 2 号議案：平成 29 年度役員の選出 

   福島常任委員長より平成３０年度の常任委員長として 宇都宮 良二氏が推薦され、賛同の拍手 

   多数で承認された。 

    

 

   新常任委員長より平成 30 年度の委員及び監事を下記のとおり推薦された。（以下 敬称略） 

    副常任委員長：橋本義雄 

    事業企画主査：大森淳介 

ｺｰﾄ整備主査 ：須田眞二 

    会員主査  ：宇都宮良二（兼務） 

広報主査  ：橋本義雄（兼務） 

    会計主査  ：須田篤子 

     

監事    ：福島太門、松永健次郎 

    委員長推薦  ：中島 清、杉山泰久、伊藤 肇、須田眞二、須田篤子 

 

   また、地区から以下の方が推薦され、あらためて新委員長より推薦された。 

    （白山） 合津牧子、大橋町子 

    （地蔵前）橋本義雄、本井春美 

    （半蔵坊）平野 繁、村上富造、村上善子 

    （滝の入）蕪木正子 

    （湖畔） 小林愛子、松本左斗子 

    （その他）大森淳介 

   

   以上の推薦された方への賛同の挙手多数で承認された 

 

 （３）第 3 号議案：平成３０年度事業計画および予算（平成 30 年 1 月 1 日〜12 月 31 日） 

   宇都宮新常任委員長より平成 30 年度の事業計画と予算について提案 

 

事業計画 

平日スクール、スプリングマッチ、七里ヵ浜戦（春季）、鎌倉クラブ対抗戦、ジュニアスクール 

平日スクール（秋季）、七里ヵ浜戦（秋季）、納会の計画が提示された。 

 

予算 

「一般会計の部」 

収入の部 

・入会金は会員の積極的募集で、入会６名を目標に置き、１７万円を想定 

・年会費、コート利用券、昨年度実績並みで織り込み 

・合計 5,362,429 円 （Ｈ２４年以来のコート掘起こし工事を実施予定） 

 

支出計画 

昨年実績をベースに各経費予算化 

コート環境整備費は、本年度コート掘起し工事費を見込んで計上 

Ｈ３０年以降のコート掘起こし費用の積立開始、２００万円を５年で積立、各年度４０万円積立 

その最初の積立としとして、４０万円計上、結果支出総額予算として 4,132,000 円を計上 

 

再度確認承認の意味で、宇都宮新委員長からコート掘起こしについて下記の説明提示があった。 

コート掘起こし、平成１９年、２４年に続き、本年実施する。依頼先はオサダスポーツ（前回と

同じ業者に依頼）。掘起こしコストは前回と同額のオファーを貰っており、最終交渉価格である

前回と同額で実施する。 

 

工事期間は４月末より３－４週間程度かかる見込みで、オファー価格との関係で一部土運び、 

コート内の石拾い等は協力する必要がある。 

 

コート整備期間中、一部春テニススクールを休む必要があり、野本コーチに事前にお知らせして 

調整をお願いする。使用する土は「荒木田」土を使用することを条件としている。（本宮会員の

質問への解答） 

 

その他の要望、質問事項として 

 

本宮会員より 

ネームプレートを付けているか？制度的に守られているか？ 

 

宇都宮新委員長より 

購入しており、現在在庫３０個あることの説明と加えて、コート利用規則にもネームプレートを 

付けることが明記されていることを踏まえて、ネームプレート装着の義務は維持しているとの 

回答があった。 
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鎌倉いずみテニスクラブ 鎌倉いずみテニスクラブ 

橿渕会員より 

現在の当クラブへの貢献度等からみて、準会員の制度を廃止し、一律会員として年会費も現在の

年会費 ８千円に統一する方向にもって行くべきではないかとの意見が提示され、さっそくこの

具申を受けて、新執行部の常任委員会等で協議し来年の総会に諮れるように、準備することを回

答し了解を得る。 

 

その他 

能澤会員より 

積雪後のコート整備、対応として、前回の雪対策整備の経験も踏まえて、５ｃｍ以上の積雪予報

でブルーシートを事前にコート全面と脇も含めて全面に貼り詰め、雪を最終川側に落とせるよう

に、全面に敷き詰める方法が早くコートを復帰させる観点で有効と判断しているとの意見が提示

された。但し、コートの事前の敷き詰めと積雪後の後始末の手間と労力は大変重いので、皆さん

の協力関係が不可欠との意見も併せて提示された。 

 

積雪が５ｃｍ予想以下の場合は、ブルーシート対応は取らないで、自然復帰を待つことにする。 

 

 

    質疑応答の結果も踏まえ、承認に賛同の方の挙手多数で「平成 30 年度事業計画および予算」

は承認された 

 

４．その他 

宇都宮新常任委員長から 

 （１）新常任委員の紹介 ＜新常任委員は会場前列に集合＞ 

   あらためて新常任委員長より新常任委員の紹介および各委員の挨拶があった 

  〔常任委員の役割〕 

   副常任委員長 ～ 橋本義雄 

   事業企画（大森淳介主査）〜伊藤 肇、合津牧子、村上善子、小林愛子 

   ｺｰﾄ整備（須田眞二主査）〜中島 清、杉山泰久、村上富造、松本左斗子、蕪木正子、本井春美       

   会員（宇都宮良二主査） 〜平野 繁 

   広報（橋本義雄主査）〜大橋町子 

   会計（須田篤子主査）                             敬称略 

   

 

   最後に平成 29 年度の常任委員の方達に感謝したい！！全員の拍手で謝辞を表明！！ 

   議長より閉会を宣言され平成 30 年度の定時総会が午後２時５０分をもって無事終了 

 

 

 

 

 

 

   その後、午後１５時より定期総会の後、福島委員長主催の Afternoon Tea Party が開かれた。 

シャンパンで乾杯し、美味しいお茶菓子を摘みながら午後のひと時を楽しんだ。 

    

                                  

 

以 上 
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