支部長挨拶
支部長 湯本 潤子
２０１９年会員の皆様には希望に満ちた新しい年を迎えられたことと思います。昨年は支部主催
大会、行事、募金活動あるいは地区独自の様々な催しにご参加、ご協力頂きありがとうございまし
た。お礼申し上げます。
今、移り変わる時代の中で女子連のテニスの取り組み方も少しずつ変わってきています。
会員の減少が続く中、全国の支部もいろいろな企画をたて会員減少の歯止めが出来ないか四苦
八苦しております。新潟県支部も、大会参加の減少、会員の減少など厳しい状況にあります。
今後のことを考えていかなければならない時期に来ています。年齢を重ねるに当たりテニスに向き
合う思いも少しずつ変わってきています。レベルアップを目指す人、ストレス解消のため、健康維持
のため、など自分に無理のない生涯スポーツとしてenjoyする気持ちは年代を問わず皆さん同じと
思います。
そんな中、今年は新しくチーム戦の大会を計画してみました。そしてクレストレディーステニス ６０歳
の部の大会も５年続くことになりました。年齢別の大会など何とか会員増加に繋がる様に私達役員
も精一杯努力して参りたいと思います。まずは地区行事などからお声掛け頂き仲間作りに力をお貸
し下さい。
今年から新たに５名の役員が交代しお手伝い頂きます。前役員の皆様本当にお疲れ様でした。
真摯に取り組んで頂き、感謝申し上げます。
新しい時代を迎えます。テニスへの新たな情熱をもって今年も大いに楽しんでいきましょう。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

🎾

お 知 ら せ
支部からのお知らせ

理事長 小林 かをる

昨年は、災害に近い酷暑や大会当日の雨などで皆様にはご迷惑をおかけしたことと思います。
今年は災害のない穏やかな１年で、大会も無事に行われることを願ってやみません。
支部長挨拶にもありましたが、新しく年齢別のチーム戦の企画をしております。又、大会要項の
変更などもあります。下記に概要をお知らせします、HPや要項にてご確認くださいますよう
お願いいたします。
１．桑名杯２０１９ BY DUNROP
今年の開催地は新潟市庭球場です。
代表選手枠 変更
本年より「北陸地域桑名杯・ピンクレディーステニス大会２０１９」参加選手は
１ｓｔステージ 1位 ２ｎｄステージ １位 パールの部 １位・２位
他県の桑名杯への参加者減の為、上記のように変更になりました。

２．みんなで楽しく参加 「PULAY＆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。小学生１～３年生とそのご家族を募集いたします。別紙要項をご覧くだ
さい。
昨年は酷暑の為中止となりましたが、今年も開催いたします。プロの方とテニスを楽しみましょう

ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
３．第１１回 JLTFクレストレディーステニスｂｙカーブス ６０歳の部
１年のみの開催となっておりましたが、5年継続開催となりました。昨年は急に決定した大会の為
中々皆さんに行き届かずエントリー数が少ない大会となりました。
今年はたくさんの参加をお待ちしております。
４．北信越レディーステニス
年齢枠は例年通りですが、年齢枠の違うペアでの出場が可能となりました。
＜例＞
４０歳 ・ ５３歳ペア → ４９歳以下の年齢枠に出場可能
（不明の場合は地区担当役員にお問い合わせください）
ぜひたくさんの方の参加をお待ちしております。
５．新企画 第１回 ✨ブライト OVER AGE ２４０
新しく年齢別のチーム戦を企画いたしました。テニスを楽しみストレスを解消・発散し健康増進に
役立てましょう！
４人のチーム戦 合計年齢 ２４０歳以上
予選 リーグ戦 各位トーナメント
詳細は要項及びHPでご確認ください。
６．７０歳以上の登録会員様について
昨年までは
Ｂクラス優勝の場合、次の大会よりＡクラスに出場する となっておりましたが、今年度より
７０歳以上の会員様は、条件を取り払い全ての大会にＢクラス出場可能 といたします。
楽しく元気に、大会出場を期待しております。
本部からのお知らせ
☆マンモバス２０１８年度結果
受診総数 ４８１名 要精密検査 １６名 ６か月～１２か月観察 ３６名
新潟県 ３８名 受診
☆全国レディース決勝大会の審判員を全支部から募集します
宿泊費は個人負担、交通費補助（上限３５００円）、日当（５０００円）・お弁当付き
昭和の森テニスセンター インドアコート３面 参加費 ５００円
交通費自己負担
詳細はホームページに掲載いたします、不明の点は各地区理事にお問い合わせください

☆ラブ基金 今年度募金額
♢収入総額
２０１７年度繰越金
２０１８年度募金総額
計

4968857
2981693
7,950,550

♢支出総額
西日本豪雨災害お見舞金 岡山県支部へ
西日本豪雨災害お見舞金 広島県支部へ
西日本豪雨災害お見舞金 愛媛県支部へ
北海道胆振東部地震お見舞金 北海道支部へ
福島県支部復興支援講習会経費
福島県支部復興支援講習会経費
上地結衣さんへの激励金
日本ブラインドテニス連盟
宮城黎子記念・JTAテニスミュージアム基金
国連UNHCR協会
通信費
計

300,000
300,000
300,000
300,000
26,000
50,200
100,000
100,000
100,000
500,000
2,564

2088764

次年度繰越金
収入総額
支出総額
次年度繰越金
新潟県支部 募金総額

🎾

7950550
2088764
5861786
46,328

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 １５００円 （JLTF本部 ４００円 県支部 １０００円 各地区 １００円）
※ かねてより会員の皆様にご相談申し上げていました年会費、上記の通り変更となりました
新クラブ登録費 １０００円
入会申込書に必要事項を記入し、年会費とともに各地区常務理事・理事にお申し込みください
２０１９年度 会員数 合計 ４９６名

上越地区 ６７名 中越地区 １２３名 下越地区 ４２名 新潟地区 ２６４名

🎾

地 区 だ よ り

上越地区理事 滝田 オトミ
上越地区では７月に開催された北信越国体のSCUを多くの会員のお手伝い頂きありがとうござい
ました。久々の審判に緊張しました。また、１１月に開催しました地区トーナメントでは会員以外の
参加も あり盛り上がりました。
本年度は、秋のレディースグループダブルス大会 １０／２７（日）上越総合運動公園コートの開催
となります。多くの皆様の参加をお待ちしております。
上越地区を盛り立てていきたいと存じています、会員の皆様のご協力をお願いいたします。
本年度役員改選により 常務理事 滝田オトミ 理事 五十嵐日出子 となりました。
よろしくお願いいたします。
中越地区常務理事 菅原 育子
中越地区では例年秋頃に中越レディーステニス大会、ひな祭りの頃に中越室内テニス親睦会が
予定されています。本年度も中越地区の会員相互の親睦を深める機会にしていただけたらと思い
ます。これまでと同様の会員の皆様のご協力をお願いいたします。
本年度役員改選により 常務理事 菅原育子 理事 佐藤淳子 となりました。
よろしくお願いいたします。
下越地区常務理事 清水 継美
下越地区では、春には地区会員のみの交流会を計画しております。
秋には他地区会員との交流会を計画しております。日程が決まり次第お知らせいたします。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
また、下越地区担当の各大会運営につきましても地区の会員の皆様方の協力をいただきスム－ズ
に運営してまいりたいと思います。
本年度役員改選により 常務理事 清水継美 理事 小川 久美子となりました。
よろしくお願いいたします。
新潟地区常務理事 池野 久美子
新潟地区では地区行事としてピュアカップと交流会を計画しています。
ピュアカップは女子連Cクラス相当 ・ 新潟市テニス協会フューチャーズクラス対象の大会です。ステ
ップアップの場として試合をたくさん経験していただきたいと考えております。
交流会は新潟地区の会員さんであればレベルに関係なくどなたでも参加していただけます。普段一
緒に練習できない方とテニスを楽しみましょう。ささやかですがお楽しみ抽選会もあります。
本年度は役員改選により、 常務理事 池野久美子 理事 堀川三樹子 となりました。
会員の皆様と一緒に新潟を盛り立てていきたいと思っております。
本年度もご協力をお願いいたします。

🎾

🎾

退 任 挨 拶
上越地区 佐藤 美佐子

私の不手際だらけの四年間。皆様のご協力のおかげで役員を努めることができました。
天候に泣かされた大会もありましたが、雨をも吹き飛ばす皆様のパワーに大変励まされました。
感謝申し上げます。
どうぞこれからも上越の大会へのご参加、ご支援をお願い致します。有難うございました。
中越地区 中山 佐和子
役員として大会や行事に関わり、皆様のご協力で無事に任期を終了することができました。
自分自身も大変勉強になった4年間でした。特に本年度は、ピンクリボンレディーステニス大会に
おいてマンモバス検診車が派遣され、会員の皆様に検診を受けていただきました。
これからも会員皆様の「ちから」でＪＬＴＦ新潟県支部を盛り上げてください。
4年間ありがとうございました。
下越地区 桐生 明美
４年間の任期を終わることができました。下越地区担当の大会や交流会には、大勢の皆様に
参加・ご協力を頂き感謝申し上げます。ありがとうございました。
新しい役員に代わりましても引き続きご協力をお願い致します。
新潟地区 藤野 綾子
新潟地区常務理事を退任することとなりました。
JLTFについて何も分からず理事となりバタバタすることも多く、ご迷惑をおかけした部分もあるかと
思います。分からないことだらけで大変ではありましたが、色々と勉強もさせていただきました。
ありがとうございました。

セルフジャッジ５原則
①
②
③
④
⑤

判定が難しい場合は「グッド」 （相手に有利に）！
「アウト」又は「フォールト」はボールとラインの間に、はっきりと空間が見えた時！
サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンス！
ジャッジコールは、相手に聞こえる声と、相手に見えるハンドシグナルで速やかに！
コート外の人は、セルフジャッジへの口出しはしない！

「あくしゅ、あいさつ、フェアプレイ」を
心がけましょう

