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スウェーデン国王夫妻 

「鎌倉リビング・ラボ」視察に今泉台来訪 

 

国交１５０周年を記念して来日されたスウェーデン国王夫妻と高円宮妃久子さまが４月２５日

今泉台をご訪問されました。目的は東京大学が中心となりＮＰＯ法人タウンサポート鎌倉今泉

台が運営している「鎌倉リビング・ラボ」を視察されることでした。リビングラボとは「暮ら

しを豊かにするためのサービスやものを作り出す活動」で世界各国で行われていますが、特に

スウェーデンで盛んに行われています。このＮＰＯ法人タウンサポート鎌倉今泉台で鎌倉リビ

ングラボを担当しているのが、いずみテニスクラブ会員の青木さんです。このご訪問の約２か

月前に東京大学から連絡が入り、受入れ準備を担当することとなりました。スウェーデン大使

館、外務省、東京大学、宮内庁、警察、町内会等と細かな調整を繰り返し当日を迎えましたが、

朝から激しい雨となり、屋外行事は取り止めて屋内に変更するなど大変だったそうです。約５

０分間のご訪問でしたが、町民が手を振ってお見送りする中今泉台を出発されました。青木さ

んも無事に約１０台の車列をお見送りしてホッとしたそうです。 

「今までもいずみテニスクラブの方何名かに鎌倉リビングラボに参加いただきましたが、これ

からも皆様に参加をお願いするかもしれません。その節はよろしくお願いします」との青木さ

んからの伝言です。 
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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 

 

テニス日和のある日の午後、東屋のテーブルに素敵な

お花を発見！コート周辺を彩るお花で生けられたもの

でした。美的センスが素晴らしい！ 

 

 若干名ですが、年会費の集金を継続中です。お心当たりの方は宜しくお願いします。 

 第四回常任委員会は 9月 30日（日）に開催予定 

 

  警告！！！ オートローラ起動の際は季節に関わらず必ずチョークを引いてください。 

         エンジンがかかったらすぐに戻してください。 

 

  警告！！！ ポットの使用者は必ず電源を切ってからお帰り下さい。 

電源切り忘れ防止の為にポットを屋外に出してお使いください。 

 

  警告！！！ ボールの空き缶、ごみ、お菓子のごみが時折見受けられます。 

うっかりだと思いますが、気持ちよく過ごす為に都度ご確認をお願いします。 
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第三回常任委員会 

6月 17日（日）17 時から今泉小学校で開催。今後のスケジュール、各主査報告、問題点の洗い出しなど、 

話し合われた。 

 

以下、常任委員長、各主査からの報告と討議内容。 

（常任委員長 宇都宮良二） 

平成 30年度総会での課題の整理と対応協議   

【準会員制度と年会費の件】  

正会員と準会員の現況での会則上の相違点をまず明確化させた。これら会費金額の相違、準会員の家族のクラブ

への参加できる条件範囲の現状を再度押さえた後、先の総会でも提示された,『現在の準会員のクラブへの貢献

度からみて準会員の年会費を正会員と同額にすべきではないか』との提案も踏まえて慎重に討議した。結果、準

会員制度が制定されて来年総会時でもたかが 3年程度であるのでもう少し様子を見る手もあるのではないか、も

う少し検証してからでも遅くはないのではないかとの意見も出された。しかしながら、3年の時間経過は検証す

るには十分ではないかとの意見が多く出された。総枠 30名設定の中で、現状 6名の入部で、集中的に会員が増

えることもなく、特別の問題が生じているわけでもなく、又一方当クラブの老齢化に伴うクラブ員の急激な減少

と一層の退会が予測される中、若いクラブ員の獲得の重要性が討議され、予算化の観点からも新たな地域からの

新規会員の募集、確保が重要との意見も強く、慎重に審議検討された。結果、新たな募集方法を検討実施するこ

とも踏まえ、今回『準会員制度』そのものを無くし、『正会員』で一本化する方向で意見が集約された。この提

案を来年 2月の総会に諮り、可決され次第、即実行する方向が了承された。  

 

【「コート整備等積立基金」利息扱い方の件】 

先の総会指摘を受け、再度協議した結果、会計実務の迅速化、簡素化して利息処理を円滑にするための措置とし

て、細則第八条「利息の取り扱い」で、『利息はこの基金の収入とする』と改める事で了承された。又来年 2月

の総会で、上記①の準会員制度の廃止、②の利息処理の件については『・・・利息はこの基金の収入とする』と

の文言に訂正することで提案する。 

 

前委員長申し送り事項の確認と方向性協議 

①5年間の中期計画策定：委員長から、現状特段の問題もなく順調にクラブ運営がなされており、とくに 5年間

の中期計画の策定を必要とは感じないので現状のままとして、5年の中期計画は策定しないとの方向性が示され、

全員この提案を了承した。②又同様に 5年間の人事については、毎年の委員長選出には困難を伴い時間も要する

為、委員長を受けてもらえる候補者の了承を予め先に取っておき、各年度の委員長選抜がスムーズに行くように

手筈を踏むことで了承。各主査については単年度別に協議検討して選出することにし、早期固定化は避けること

で了承上記①、②の方向性の元、単年度の役員を選出し総会に諮るとの会則規定は変えず、従来通りの運営方針

とすることで了承が得られた。背景として、近年役員選出が極めて難しい状況となってきており受けても少なく

時間も無い中で選出を図る苦肉の策との理解を共有した。 

 

現状、準備等の報告 

【七里ガ浜 TC創立 50周年記念式典】5月 13日(日曜）鎌倉プリンスホテルにて開催。 

宇都宮委員長、橋本副委員長が招待を受け参加、その他自費参加 4 名。 

 

【お中元】各地主様へお中元を持参する予定。【夏祭り寄付】今泉、今泉台町内会に寄付を持参する予定。 

【夏休みキッズテニススクール】8 月 18日（土）、19日（日）辺りで実施予定。保護者同伴であれば、どなたで

も OKで案内する予定。指導者の選定と確保が懸案事項、具体的に詰める必要あり。詳細は、いずみテニスクラ

ブ掲示板に掲示する他、クラブ HP にも掲載する。 

 

【創立 40周年記念事業】 開催予定日：5月 11日(土曜日）、5月 18 日(土曜日)、5月 12日(日曜日） 

5月 25日(日曜日）の優先順で押さえたい。10月 21 日〜31日申し込み必要、11月 1日抽選結果報告。 

 

（事業企画 大森淳介主査） 

報告【春季平日スクールの開催】前半の部 11名、後半の部 12名、総勢 23名参加。前半天候にも恵まれ、

掘起こし時期もタイミングよく継続実施できた。秋季は 9月 7日開催予定。【スプリングマッチ】4 月 15 日(日）

雨の為中止となった。総勢 33 名も集まり、企画部としていろいろなプランも考えていたので、雨の為中止せざ

るを得ず残念な気持ちであった。【鎌倉市クラブ対抗戦】 5月 27 日（日）西御門のテニスコートで開催。一回

戦鎌倉ローンテニス倶楽部と対戦、惜しくも３－４の僅差で敗れる。コンソレ初戦、チーム W.Fと６－０で勝利。

コンソレ決勝 七里ヶ浜テニス倶楽部に２－４で敗れる。主査初参加、しかし緊張でミスを連発したが暖かい応

援に感動した。 

 

↓鎌倉市クラブ対抗戦 

 

今後の予定【鎌倉市テニス協会 親子テニス教室】笛田公園テニスコート

にて。8月 4日(土)、雨天 8月 12 日。申込先：０４６７－７３－７７２

８、詳しくは鎌倉テニス協会 HP参照。 

今年は鎌倉市テニス協会作成のポスターに、いずみテニスクラブ会員  

大橋夫妻の長男・一平君（→）が登場！ 
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【コート開き祝 バーベキュー大会（計画中）】今回のコート掘起こしでお世話になった長田さんを招待してバ

ーベキューを実施できないか検討、協議中。希望者を募り、簡単なテニス大会も実施したく考えており、参加費

を集め、その集金予算内で運営することを計画している。しかし長田さんと連絡がつかない為、日程を含めて最

終決定させたい。計画では 7月〜8 月の予定、正式に決定できれば連絡、通知を図る。 

 

（コート環境整備 須田眞二主査） 

コート掘起こし実施 

5月 19日(土曜日)、5月 20日(日曜日）Bコートに荒木田搬入し、コート掘起こし開始される。 

5月 28日（月曜日）Bコート朝から使用可能となり、Aコートのライン剥がしに移り、Aコート半面掘起こし 

6月 2日（土曜日）10時より A コート残り半面の土入れ 

6月 5日(火曜日）Aコート使用可能となり、Bコートのラインテープ貼り 

6月 8日（金曜日）、Aコートのローラ掛け、Bコートのテープ貼り完了。 

6月 9日（土曜日） 両面使用可となる 

6月 14日(木曜日） Aコート残りテープ貼り完了し、すべて完了した。加えてコート整備方法の指導,教育研修

も実際の完成したコートで長田さんより受け、今後のコート整備に多いに役立つ指導であり、参加者全員感謝し

ています。今回のコート掘起こしで素晴らしいコートとなった故、指導を受けた整備方法を基本に、今後のコー

ト管理維持に努めたいと決意を新たにした。 

 

↓コート掘起こし 

     

    

（会員 宇都宮良二主査） 

総会員数 137名（名簿作成時）⇒ 136名に変更、コート利用状況は 3月 395名（雨多く利用度が落ち込む）4

月 530名（回復傾向）5月 461 名（コート掘起こしの工事の為、1 面のみの使用となり、結果利用者数は落ち込

み、又ビジター(1 月〜5月）は昨年 36名に対して 31名とまずまずの数字で落ち着いた。)現状のコート利用状

況を分析した結果、コート利用分析：期間 H30.1.1〜H30.5.20 の約半年の使用状況 正・家族・準会員 合計１

２５名の内、コート利用者 94 名（７５％の利用率）、今後７９％程度の利用率は可能かと推察される。 

 

（会計 須田篤子主査）  

対象１３２名の年会費集金、集金金額 1,034,000 円、現状 集金率 ９６．４２％達成  （集金金額 997,000

円、手集金４４．６％、振込３２．０％、その他催促フォロー結果で１９．８２％）、残額は今後さらにフォロ

ーして集金精度を上げる。現状 3 名の未入金あり。  

 

会員便り ②  

いずみテニスクラブ会員 河野英至さんのデザインが、コンペを勝ち抜き、鎌倉市テニス協会の公認デザインと

して採用されました（＾◇＾）おめでとうございます！以下は、河野さんへのインタビューです。 

 

Q.1 デザインのイメージは？ 

A.1 「鎌倉のテニスの旗」ということで、和のイメージとクレーコートの激しさを一緒に表現できないか？ 

というのがキッカケでした。 

 

Q.2 製作日数は？  

A.2 1 ヶ月くらいで 6〜7通りのプランは出来ていました。 

そこから、詰めていく作業は 2〜3 カ月はかかったような気がします。 

 

Q.3 採用されたお気持ちは？ 

A.3 旗のようなシンボリックなデザインは時間とともに認知されていくも 

のなので、これから徐々に浸透していけば嬉しいです。 

 

Q.4 ロゴもお願いされているという話ですが、そちらのイメージは？ 

A.4 もう既に、幾らかプランを提出しています。こちらは、まだまだ時間がかかりそうですね。 

 

少しブレイク 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      

いずみテニスクラブ会員より、お友だちがコート傍を通りかかった際

に、キジを打っていた（←）男性と目が合ってしまい、大変困惑され

たと情報が入りました。称名寺まで行くのはご足労かもれませんが、

なるべく称名寺をご利用いただく、もしくは、人知れず完遂いただく

ようお願いします m(__)m。また、プレー後に握手もしますので、手

洗いの励行をお願いします。（今泉台のクリニックによると、6月でも

インフルエンザ罹患者が 2名あったそうです） 

↓重機で掘起 

↓荒木田の山を崩して猫車へ。 

乗せるのも運ぶのもなかなかの 

重労働。 

↓テープを張る前。美しい。 
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