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第五回 常任委員会 議事録 

日時 平成 30 年 12 月 16日（日曜日） １７：００－１９：００ 

場所 今泉小学校、多目的室 

出席者 常任委員長   宇都宮良二、   副委員長 橋本義雄 

    事業企画    主査大森淳介、  委員 伊藤 肇、合津牧子、村上善子、小林愛子 

    コート環境整理 主査須田眞二、  委員 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      主査宇都宮良二、 委員 平野 繁 

    広報      主査橋本義雄、  委員 大橋町子 

    会計      主査須田篤子 

 

1．開催に当たって 

宇都宮委員長より開催に当たり出席多数を持って第五回常任委員会成立する旨の報告があり、下記の件につき報告が

なされた。 

①元不動会と朝日インターナショナル（朝日観光（株））との確認書の件 

準会員を廃止し正会員に一本化した場合の朝日インターナショナルへの確認について元不動会代表の成実ご住職に相

談、結果ことさら改めての確認は不要であろうと 

②伊豆山さんからご提供の申し出があった、調理台、吊戸棚等を譲りうける件 

クラブハウスのスペース等を測り、収めるのは可能であることが判ったが、スペースが狭くなり、圧迫感もあり、 

クラブハウス内で着替え等でも使用されることを考えるとこれ以上物を増やす事はむつかしいとの結論で、せっかく

の申し出を頂きましたが、今回辞退することで決定した。 

③12 月 1 日、委員長がビジター枠 5名のところ、6名の許可を与えた件 

コート運営に迷惑をかけルール違反となったことの説明と謝罪があり。 

④生涯学習センター H30 12/28～H 32・７迄 閉館される旨の説明あり 

 

２．H31年度 常任委員候補 

H31 年度の常任委員候補が示され、定員 17 名に対し 16名体制、内訳として地区推薦枠はいっぱい、 

委員長推薦枠は 5 名枠のところ現状 4 名の候補となっている。 

具体的候補者名は下記の通り。〈敬称 略〉 

  常任委員長 橋本義雄 

  副常任委員長 伊藤 肇 

  事業企画 主査 千葉宣行、常任委員：大森淳介、伊豆山幸子、江戸川美幸、松永博美 

  コート整備主査 杉山泰久、常任委員：三木 純、芦澤雄三、鍋島恒雄、板倉恭子、 

                    橋村砂智子 

  会員主査 伊藤 肇（兼務）、常任委員：池田和子 

  広報主査 橋本義雄（兼務）常任委員：橿淵和枝 

  会計主査 飯田清昭 

  監事：宇都宮良二、須田篤子 

 

３．総会 

  2月 24 日（日） １３：００～ （委員は１２：００集合して準備にあたる。） 

  場所：今泉台町内会館 

  議長：小林茂男さん、書記 伊藤 肇さん、議事録署名人：青木 清さん 

  議題：前回の委員会で決定した会則等の改定案の一部変更の説明、具体的議案は追って通知 

  出席表：出欠票（委任状）回収者～宇都宮、本井、村上（富）、蕪木、須田（眞）、大森 

                                    【敬称 略】 

 今回は創立４０周年記念式典・パーティーの出欠票を併せ配布＆回収する。 

 受付：合津牧子さん、村上善子さん～出席確認票は委員長が準備 

    表決権を有する出席者数と委任状枚数を議長に報告 

 各主査は一般経過報告の原稿と仮払金の出納帳提出と残金の返却は 1 月 4 日（金）〆切 

 決算報告書作成は 1 月 9日（水曜日）〆切とする。 

 総会資料の印刷～今泉台町内会事務局に依頼予定 （1 月 16 日より 18 日） 

 町内会館の鍵の預かりは平野 繁さんにお願いする。 

 総会終了後の会館清掃～H31 年度第一回常任委員会開催の前に実施する予定。 

 

４．来季予算 

来季予算の骨子とその具体的数値の積上げが提示されその背景の説明も行われ、その趣旨、背景は理解された。 

最終的にさらに詰めて、2 月総会時に新執行部の H31 度の予算承認として総会に諮り、その承認を得る段取りが確認

された。 

５．会計監査のスケジュール 

H31 年 1 月 13 日（日曜日）、今泉台町内会館、出席者：福島、松永、橋本、須田篤子、宇都宮 【敬称 略】 

 

６．各小委員会報告 

「委員長」 

3 地権者にコート用地の謝礼金の支払を済ませ(橋本副委員長同行)、また 3 地権者＋１(小泉石材)に歳暮も済ませた 

ことの報告。 

「会員」 

11 月 11 日付けで、正会員＆家族会員入金 波多野 勝・慶子ご夫妻が新たに入会され、本委員会にて承認された。 

「事業企画活動報告」 

    １）七里ケ浜戦 

     10 月 21 日（日）開催、場所 七里ヶ浜テニスコート。 

      参加者：いずみ TC=男子 10 名、女子 8 名、七里ヶ浜＝男子 14 名、女子 14 名の参加を得た。 

      男子 3 勝 4 敗、女子ダブ 6 勝 1敗、ミックスダブ 9 勝 5 敗、合計 18 勝 10敗    

      でいずみの勝利 
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２）40周年記念大会、エキジビジョンマッチ 

     いずみ TC 来年 40 周年イベントしてビデオ撮影を実施、 

     男子ペアー7名、女子ペアー4名で野本、長田コーチに挑戦、 

     10 ポイントタイブレークマッチを北出さん企画の元プロカメラマンが撮影、 

     後日編集をかけて、式典当日のメインイベントの一つとして会場で投影し、解説も加える予定。貴重な経

験ができると同時に新鮮な企画としての期待感が大きい。 

            

 

    ３）桂台戦 

     11 月 25 日 （日） 開催、場所 いずみテニスコート 

     いずみ TC=男子 10 名、女子７名参加、桂台 TC=男子 12名、女子 6 名 

     2 年ぶりの開催、男子ダブ 3勝 3 敗、女子ダブ 4 勝 0敗、ミックスダブ 6 勝 6 敗 

     合計 13 勝 9 敗でいずみの勝利、いずみの女性の強さを再認識 

            

 

    ４）納会 

     12 月 8 日（土曜日） 開催、場所 いずみテニスコート 

     男子 20 名、女子 22 名、計 42 名の参加、助っ人投入方式が新鮮で大いに、盛り上がった納会となった。 

     また納会のカニ、キムチ鍋、バーベキューとお酒、素敵な景品も加わり、大変盛況の内にお開きとなった。

来季の納会への期待感も大きくなると想像できる。 
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    ５）秋季平日スクール 

     9 月 7 日からスタート 

     前半の部 10名、後半の部 11 名、合計 21 名、12 月 7日（金）で終了 

     好評のスクール、野本コーチの指導の元、腕前の進歩も顕著で。。。 

     来季一層の期待が持てるスクールとなっています。 

 

「コート：環境整備」 

    1）第二、第四土曜日の定期コート環境整備 

     ＊コート周辺の草刈り、枯葉の清掃、トイレ清掃、小屋の掃除等定期的に実施 

     ＊好天が続く見込みを見計らって、塩カル撒きを実施 

     ＊川砂のストック分を保管庫にすべて搬入完了している。来季購入が必要 

     小ロットでの購入を再度検討してみる。 

    ２）現状予算で約７１，０００円程度が残っているので、冬場の枯葉除去の作業性を 

     考えて充電式ブロワー2台を購入予定。 

    ３）課題として土曜日の一斉清掃への参加者が限定的、検討協議事項 

     コートの整備維持状況は良い状態で保てている。皆様のご協力に感謝いたします。 

 

７．次回(第 6 回／最終)常任委員会開催日程 

  1月 26 日（土曜日）、今泉小学校 多目的室 １７：００～ 

  総会資料の確認、総会の進め方、総会資料の仕分けと配布担当を決める。 

 

 

８ 創立４０周年記念式典 

  執行構成委員―副委員長橋本さんから割振りを提示し、 

  適材適所の配置を協議、今期委員と来季委員の合同混載チームで構成され 

  編成表は別紙、H31 年度の各委員には 2 月総会終了後の第一常任委員会で 

  説明する予定。H30 年度の各委員の了承は得られた。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介 

 

【波多野 勝さん】 

入会のきっかけ： 

本年 2 月に家内の実家に引っ越してきまして、何かに挑戦出来ないかと思っていたところ、会社元上司の村上郁夫さ

んがテニスを現役でなさっていることをお聞きして入会することにしました。 

ITC の印象： 

皆さん気軽に声かけて下さり、とてもアットホームなクラブと思います。家内の両親も

以前に所属しておりまして、長い歴史のあるクラブなのだと思います。 

趣味： 

ゴルフ、野球                                     

皆様へ 一言： 

海外駐在(ハノイ)の際、テニスを始めた程度の初心者ですが、よろしくお願いします。 

 

【波多野 慶子さん】 

入会のきっかけ： 

25 年ぶりに実家に戻りまして、お話だけ伺うつもりが、あたたかい雰囲気で、 

気がついたら入会していました。 

ITC の印象： 

12 月の納会に参加させて頂きましたが、老若男女問わず皆さまテニスがお上手なのにまずびっくりしました。すぐに

親切にお声をかけてくださり、とても楽しく明るいクラブという印象です。 

趣味： 

書道です。 

皆さまへ一言： 

ラケットを握るのが何十年ぶり⁈ですが、ご指導よろしくお願いいたします。 

 

 

以 上 
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発行人 宇都宮良二（平成 30年度常任委員長）編集 広報委員会（橋本、大橋） 

http://izumitennis.web.fc2.com/index.htm 
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