女子連 ５０周年を迎えて
支部長

湯本

潤子

今年女子テニス連盟は５０周年を迎えます。
諸先輩方が築いてこられた組織も５０年という歴史を刻みました。長い活動の中で多くの皆様
にささえられ素晴らしい組織へと成長致しました。
全国の会員一人一人の理解と協力がベースにあり支えて来たものと思います。
女子連のシンボルのりんごの木のように私たちは多方面で活動しております。
そんな活動の中、社会貢献の１つとして募金活動があります。難民救済、車いす購入、そして各
団体への支援、又ここ何年間では２０２０年パラリンピックへの協力積立金などに充てられてお
ります。支部会員の皆様の心のこもった誠意に対し改めて感謝申し上げます。本当に有難うご
ざいます。これからもどうかご理解いただき活動に対しご協力よろしくお願い致します。
今年は役員改選の年です。一生懸命支部の為にご尽力いただきました役員の皆様
有難うございました。これからの新潟県支部も４０年、５０年と引き継がれていかなければなり
ません。新役員の方々と共に支部をより活性化できます様頑張りたいと思います。
おしらせ
支部からのお知らせ

理事長

志田

千恵子

本部５０周年記念 式典が 2 月 22 日（水）、渋谷区「セルリアンタワー東急」で開催さ
れました。380 名の参加がありました。50 年史も発行され随時、皆様の手元にお届けいたしま
す。50 周年記念 親睦会が、１２月 4 日（月）～5 日（火）に長崎市「にっしょうかん」で行われます。
親睦テニスは「かきどまり」庭球場で開催されます。支部では参加者を募集しています。スケジ
ュール等詳細はホームページに載せましたので多数のご参加お待ちしています。
１、フレンドカップ、参加資格に関して
 昨年度優勝チームは、２年間優勝者３名以下でのチーム編成とします。同じメンバーで
の参加はできません。オータムレディースと同じにします。
２、桑名杯 ２０１７ BY DUNLOP
今年の開催地は、新潟市庭球場です。大勢のご参加お待ちしています。
３、ピンクリボンレディーステニス大会の参加資格に関して


自己の主として居住する都道府県から参加の事とします。
複数の都道府県からの参加はできません。
４、永谷園グループダブルス、５０歳以上の部創設
今年から春、秋の大会に５０歳以上の部を設ける事となりました。チャンピオン大会もすでに
５０歳の部を開催しています。
 ５０歳以上の部の参加資格は、１９６７年１２月末日以前に出生の者とします。
５０歳以下の人が一人でも入った場合は一般にエントリーしてください。
 ベンチに入れるのは一人とします。フレンドカップも同じです。
５、Prince レディーステニストーナメント・ヨネックスレディース「チャレンジカップ」B クラス・桑名
杯 2017byDUNLOP、この 3 大会は、支部会員であれば他支部からの参加を認めます。
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「チャレンジカップ」A クラスは主として自己の居住する都道府県から参加の事とします。
６、家族みんなで参加！「PLAY&STAY」をヨネックスレディース「チャレンジカップ」新潟県予選
大会と同日開催いたします。１１：００～と１３：３０～の 2 回開催予定です。小学生１～3 年生とそ
の家族を募集致します。別紙要項をご覧ください。大勢の参加お待ちしています。
７、全国レディース参加資格に関して、
 全日本レディースソフトテニス決勝大会出場者は参加可です。別種目である。
 自己の主として居住する都道府県から参加の事とします。
８、北信越レディース参加資格に関して
 自己の主として居住する県から参加の事とします。
 昨年度、決勝大会に出場した選手は１年間お休みとします。
多くの方に決勝大会に参加して欲しい為。
９、ひまりちゃん（1 才）募金
アメリカでの心臓移植の実現に向けて第３８回全国レディーステニス県予選大会と北信越
レディース県予選大会の２大会で募金を募りました。募金額 １５，４６２円を、「ひまりちゃん
を救う会」に送金しました。
１０、４月からホームページを小島 昌子（コジマ アツコ）さんが担当してくれることになりま
した。次の世代が引き継いでくれて嬉しいです。手探りで始めたホームページでしたが、い
つの間にか 7 年。長い間ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。<m(__)m>
１１、新役員 よろしくお願い致します。
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本部からのお知らせ
☆ ラブ基金、今年度募金額
２，０４８，７４５円
前年度からの繰越金
２，２９８，７４８円
贈呈先
 東北復興支援活動
 上地結衣さんへの激励金
 車いすテニス、パラリンピック日本チーム激励金
 宮城黎子記念 JTA テニスミュージアム基金

総額

４，３４７，４９３円
２０３，５０４円
１００，０００円
１００，０００円
１００，０００円

 日本ブラインドテニス連盟
１００，０００円
 国連 UNHCR 協会難民支援活動
５００，０００円
寄付総額 １，１０３，５０４円、事務運営費 １１，１５２円、次年度繰越金 ３，２３２，８３７円（パラリンピ
ック支援のための積立金 ３，０００，０００円を含む。） 支部送金額は、３４，００９円でした。
☆ 熊本地震義援金は、合計で４，４４７，５６３円でした。熊本県支部に３００万円、大分県支部に
５０万円。残金 ３，９４７，５６３円は復興支援講習会に充てる予定をしています。
支部送金額は合計で ６５，９３９円でした。皆様のあたたかいお心に感謝いたします。
☆ マンモバス２０１６年度の結果 受診２９４名、要精密検査５名、６～１２か月観察５名、手術３名
でした。検診は大いに役立っていると思います。２０１７年度は、四国地域、７月４日香川県、５
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日徳島県、６日愛媛県、７日高知県を回ります。２０１８年度は北信越地域を回る予定です。
☆ 全国レディース決勝大会の審判員を全支部から希望者を受け入れます。但し宿泊費は個人
負担とし、交通費補助(3500 円位)日当、お弁当は付きます。
審判研修会、第 1 回 6 月 19 日(月)12：00～15：00 第 2 回 10 月 13 日(金)12：00～15：00
会場 昭和の森テニスセンターインドア 3 面（D1～D3）を予定しています。
申込等詳細は、後ほど各地区よりご案内いたします。
会員募集
新潟県支部では会員を募集しています。
年会費 1 人１，１００円（本部 400 円、支部 600 円、地区 100 円）
新クラブ登録は 1,000 円です。入会申込書に必要事項を明記し、年会費と共に各地区常務理
事、理事にお申し込みください。できれば 4 月 5 月中にお願い致します。
2016 年度 支部会員数は、５５８名でした。
上越地区 ６８名、中越地区 １４９名、新潟地区

３０１名、下越地区 ４０名

地区だより
✿ 上越地区 常務理事 佐藤 美佐子
上越地区では、４月の観桜親善大会よりテニスシーズンが始まります。今年も ４／１１（火）
に開催されます。６／２５（日）には永谷園夏大会が予定されております。上越総合公園コート
にてお待ちしております。９/２７（水）の北信越レディース新潟県予選は昨年同様長岡市希望
が丘テニス場にて開催です。それぞれ多くの皆様のご参加お待ちしております。
昨年１２月の糸魚川火災では皆様よりご心配を頂き有難うございました。
お陰様で会員の皆様は無事に過ごされております。この場をお借りして御礼申し上げます。
広い地域から会員さんの集まる上越地区ですがそれぞれの力を一つにして活動して行きた
いと思っております。新常務理事、新理事をよろしくお願い致します。
✿ 中越地区 常務理事 中山 佐和子
中越地区では、９月に中越レディーステニス大会が開催され、雨天の中、白熱した試合が
開催され、恒例のお楽しみ抽選会でも大変盛り上がりました。３月には中越室内テニス親睦
会が長岡ニュータウン運動公園室内オムニコートにて開催されました。同会場での開催も３
年目となり良い雰囲気が定着してきたように思います。また、加盟各クラブの役員の皆様に
は、中越地区担当の各大会の運営にご協力いただきました。
本年度は役員改選で、常務理事中山佐和子、理事に菅原育子になりました。女子連新潟を
盛り立てていきたいと存じます。会員の皆様のご協力よろしくお願いします。
✿ 新潟地区 常務理事 藤野 綾子
今年度より新潟地区常務理事となりました、藤野綾子です。
不手際もあるかとは思いますが、少しでもスムーズに運営できるよう頑張っていきたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。新潟地区では、ピュアカップ、交流会を計画してい
ます。 ピュアカップはステップアップの場としてや試合デビューの方、また、６０歳以上対象
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の試合も行いますので、多数の参加をお待ちしています。 江口会場での大会において各ク
ラブにお手伝いをお願いしております。今後もご協力よろしくお願いいたします。
新潟地区、下越地区の 50 歳以上のザブンの会では毎月１回の練習会を楽しんでいます。
今年の会長は、石井 紀子さんです。ニューボール１缶持参で会員になれます。入会希望者
は、石井さんにご連絡お願い致します。

連絡先☎ ０２５－２７５－００９４

✿ 下越地区 常務理事 桐生 明美
本年度も昨年大好評だった「交流会」を計画しています。会員・非会員・他地区会員との交
流試合をしながら親睦を深めたいと思っております。決定次第ホームページ等でお知らせ
いたします。会員の皆さんと一緒に交流を深めながら活動して行きたいと思っております。
ご協力よろしくお願いします。
本年度より常務理事 桐生 明美、理事に清水 継美になりました。よろしくお願いします。
退任のあいさつ
✿ 上越地区 増田 さちえ
役員のお仕事をしていて、女子連と関連団体との関わりと重要性、行事・大会運営等々…。
たくさんの事を教えて頂き、助けてもらい、勉強になりました。そして、大勢の皆様にご協力
を頂き感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
✿ 中越地区 高木 久美子
中越地区担当の大会に大勢参加いただきありがとうございました。2015 年 10 月に北信
越レディース決勝大会を長岡で開催するにあたっては準備等でかなり苦労致しましたが、多
くの皆様の協力のお蔭で無事に終える事が出来、感謝申し上げます。次の役員にも今まで以
上の協力よろしくお願い致します。
4 年間お世話になりました。ありがとうございました。
✿ 新潟地区 藤井 路子
2010 年から役員をさせていただき、たくさんの人と出会い長いようで短い 7 年間でした。
皆様にはご心配、ご迷惑をおかけし、お世話になりましたことを深く感謝いたします。
新潟県支部の発展をお祈り申し上げます。
✿ 下越地区 中村 美重子
皆さんのご協力のおかげで何とか４年間の任期を無事終了することができました。
今後は一会員として女子連の活動に係わらせていただきます。「ありがとうございました。」
✿ 審判委員会 戸川 良子
２年間の審判委員会の任期が終わります。

昨年１１月の技術講習会は４４名の皆様にご参

加いただきました。中越地区会員の皆様には、会場の準備や片付けのお手伝いをして頂き、
ありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。
会計を含めますと６年間と長い間女子連役員を努めて参りました。その際役員、会員の
皆々様にはご指導ご協力を頂き大変感謝しております。ありがとうございました。
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