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平成２６年度通常総会が 3 月 8 日午前 10 時より、高丘コミセン大集会室で開催されました。 

（出席者 54 名 委任状 10 名 議長：山本さん） 
第１議案 平成２６年度事業報告及び収支決算報告 議案のとおり承認。なお質疑の要旨は次のとおり。 
 議案書の８ページの支出の部において、研修費の差引増減額がプラスになっているが、マイナスの間違いではないかと
の質問に対して、誤記であるとの回答がなされ、金額にマイナスをつけるよう訂正された。 
 また、設備費と事務費について、予算を総会で議決している以上、予算額を超えた形で執行するのは、会計処理上問題
があるので、当初予算に対して増額補正をすべきではないかとの質問に対し、当クラブは親睦団体であるため、厳格な会
計処理はなじまず、全体の予算の範囲内であれば、おおまかな対応でいいのではなかとの意見が出され、議決を求めたと
ころ、今後ともおおまかな対応でいいとの議決がなされた。 
 バザーの収益金で購入したパラソルについて、備品リストに掲載されていないとの質問に対して、財産目録は２月１５
日現在のものであるため、それ以後に購入したパラソルについては、掲載できていない旨の回答があり、了解された。  
第２号議案 平成２７年度事業計画及び予算 議案のとおり可決。なお質疑の要旨は次のとおり。 
 男子シングルス戦について、予定されていた試合のうち、実際に成立した試合は半分にも満たないと思うので、効
率的な運営に変更すべきではないかとの質問に対し、厳重な試合進行の管理は担当役員の負担を大きくすることにな
るので難しく、コートを空けて試合ができるようにしている以上、参加者の意識が大切であるとの回答がなされ、２
７年度の運営については、次期役員で検討することとなった。  
第３号議案 役員改選 次のとおり２７年度の役員が選任された。 
 会長：山内 副会長：富田・河村 会計：丹後・安藤 総務：小西 

ブロック役員 三木（高丘地区１・６丁目）、中安（高丘地区２丁目）、弘(ゅ)（高丘地区３・４丁目）、 
大津（高丘地区５丁目）、泉（高丘地区７丁目）、日野（大久保地区山手台・緑ヶ丘）、藤尾（大久保地区大窪）、 
山田（大久保地区その他）、仲川（西明石地区）、森崎（明石東部地区）、中島（明石西部地区） 
コーチングスタッフ 山下(チーフ)・鶴房(か)・橋詰・大津・高橋・鳥越  
会計監査：山口・春井 コミセンサークル連絡会委員：入野  

第４号議案 ホームページの開設 質疑及び議決の内容、変更点については次のとおり。 
 議案書２０ページ【細則 ５】の 4 の「ユーザ ID、パスワード云々」については、変更のたびに規約の改正が必
要になるので、項目を削除すべきとの意見が出され、削除されることとなった。 
 現在の会報の中でどの部分がプライバシー上問題があるのかとの質問に対し、個人の名前や写真に問題があるとの
回答があったが、住所や電話番号と個人名がつながる場合はプライバシーの問題が生じるが、個人名だけでは問題に
ならないとの意見も出された。 
 また、会報については、プライバシー上問題がなければ、一般の人も見られるようにオープンにすべきだとの意見
や、規約にはプライバシーに関する事項は含まれていないし、新規に入会を検討する人にとって、どのようなクラブ
なのかを知る上で規約は大切なので、規約についても、オープンにすべきだとの意見が出された。 
 議論の末、会報及び規約について、オープンにすべきとの議決がなされた。 
また、長年会報のホームページの掲載について尽力された三木さんに対して労いの拍手が送られた。 

主催行事と担当役員主催行事と担当役員主催行事と担当役員主催行事と担当役員    

５月 17 日  春季部内大会：日野・藤尾・大津・泉 

６月下旬   川重明石対抗戦：三木・山田 

７月下旬   松ヶ丘ｸﾗﾌﾞ対抗戦：山内・日野・河村・泉 

８月     夏季コート整備：藤尾・中島・弘(ゅ)・大津 

10 月中旬   秋季部内大会：富田・小西・安藤・森崎 

12 月中旬   納会：中安・仲川・河村・弘(ゅ) 

１月        冬季コート整備：中安・山田・安藤・森崎 

男子シングルス戦：山内・丹後・三木 

男子テニス教室：コーチングスタッフ・ 

小西・仲川 

女子テニス講習会：女子役員全員 

男子月例：山下コーチ 

女子月例：GⅠ中安・森岡 GⅡ泉・中山 

 ４ 月号 高高高高高高高高丘丘丘丘丘丘丘丘テテテテテテテテニニニニニニニニススススススススククククククククララララララララブブブブブブブブ会会会会会会会会報報報報報報報報  
平成 27 年 4 月 1 日発行 
発行者 山内(会長) 
編集者 小西(総務) 

平成平成平成平成27272727年年年年３３３３月月月月からからからから1111年間年間年間年間、、、、当当当当クラブのクラブのクラブのクラブの会長会長会長会長をさせていただくことになりましたをさせていただくことになりましたをさせていただくことになりましたをさせていただくことになりました高丘高丘高丘高丘6666丁目丁目丁目丁目のののの山内山内山内山内でございますでございますでございますでございます。。。。    
若若若若いテニスいテニスいテニスいテニス愛好家愛好家愛好家愛好家がががが入入入入ってくることがってくることがってくることがってくることが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、当当当当クラブもクラブもクラブもクラブも平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢がががが年々 高年々 高年々 高年々 高くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。しかししかししかししかし、、、、当当当当クククク

ラブのラブのラブのラブの会員会員会員会員のののの方方方方はははは心身心身心身心身ともにともにともにともに若若若若いいいい元気元気元気元気なななな方方方方ばかりでばかりでばかりでばかりで、、、、活気活気活気活気にににに溢溢溢溢れていますれていますれていますれています。。。。先日先日先日先日、、、、54545454歳歳歳歳までまでまでまで競輪選手競輪選手競輪選手競輪選手であったであったであったであった人人人人にににに
会会会会いましたいましたいましたいました。。。。年齢年齢年齢年齢はははは76767676歳歳歳歳でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、声声声声のトーンものトーンものトーンものトーンも60606060歳歳歳歳ぐらいでありぐらいでありぐらいでありぐらいであり、、、、風貌風貌風貌風貌もももも若若若若くくくく、、、、体幹体幹体幹体幹もももも鍛鍛鍛鍛えられていましたえられていましたえられていましたえられていました。。。。
元気元気元気元気でででで楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きていくためにはきていくためにはきていくためにはきていくためには運動運動運動運動をしてをしてをしてをして足腰足腰足腰足腰などをなどをなどをなどを鍛鍛鍛鍛えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると再認識再認識再認識再認識させられさせられさせられさせられ、、、、当当当当クラブのクラブのクラブのクラブの会会会会
員員員員のののの皆様皆様皆様皆様がががが若若若若く・く・く・く・元気元気元気元気なのもなのもなのもなのも、、、、日々日々日々日々 のののの鍛練鍛練鍛練鍛練のおかげではないかとのおかげではないかとのおかげではないかとのおかげではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

来年来年来年来年はははは当当当当クラブのクラブのクラブのクラブの設立設立設立設立からからからから４４４４0000年年年年になりますになりますになりますになります。。。。設立当初設立当初設立当初設立当初からのからのからのからの会員会員会員会員もももも多多多多くくくく、、、、そのそのそのその人達人達人達人達にににに比比比比べるとまだまだべるとまだまだべるとまだまだべるとまだまだ新参者新参者新参者新参者でででで
ございますございますございますございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、会員会員会員会員のののの減少等減少等減少等減少等のののの課題課題課題課題もももも多数多数多数多数ございますがございますがございますがございますが、、、、会員会員会員会員のののの方全員方全員方全員方全員がががが楽楽楽楽しくしくしくしく元気元気元気元気でそれぞれのマイライでそれぞれのマイライでそれぞれのマイライでそれぞれのマイライ
フをフをフをフを謳歌謳歌謳歌謳歌していただけるようしていただけるようしていただけるようしていただけるよう、、、、役員一同共役員一同共役員一同共役員一同共にににに力力力力をあわせてをあわせてをあわせてをあわせて頑張頑張頑張頑張っていくっていくっていくっていく所存所存所存所存ですがですがですがですが、、、、いたらないこといたらないこといたらないこといたらないこともももも多多多多かろうとかろうとかろうとかろうと
思思思思いますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、おおおお知恵知恵知恵知恵をおをおをおをお借借借借りしながらりしながらりしながらりしながら運営運営運営運営していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様
にはにはにはには温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご指導指導指導指導、、、、ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。            会長会長会長会長：：：：山内山内山内山内    智智智智 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コート使用予定表 （×は全日使用可 ○は１５時まで使用可 ◎は１３時まで使用可） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

男子月例会(第 3 日曜日)  ４月１９日（日） 

A、BC：9:00～12:00  SA：13:00～16:00 

3 月の結果報告（3 月１５日開催分）（優勝ペア） 

A、BC：佐藤・丹治   SA：不成立  

女子月例会（第 1 木曜日及び第 2 木曜日） 

GⅠ：４月２日(木)9：30～12：00 (予備日４/16) 

GⅡ：４月９日(木)9：30～12：00 (予備日４/23) 

３月の結果報告（優勝ペア） 

GⅠ：森岡・柴田 （3 月 5 日開催分） 

GⅡ：梅本・村本 （3 月 12 日開催分） 

 

東播磨テニス選手権大会東播磨テニス選手権大会東播磨テニス選手権大会東播磨テニス選手権大会((((3月 21 日))))結果報告結果報告結果報告結果報告 
60歳以上ダブルス 大津・(和久)組 準優勝 
おめでとうございます。 

明石市テニス協会 技術研修会 
日時 4月 19日(日) 10時～15時 

9時 30 分集合(厳守) 雨天決行(室内での研修) 

場所 明石高専テニスコート(オムニコート 3面) 

講師 ㈱ムーブ 男子選手（予定） 

内容 中上級者向け。グループ分けしますので、 

女性会員も参加できます。 

申込期限 4月 5 日(日)   

外クラブハウス掲示板の申込用紙に記入のこと。 

参加費 一人2,000円(昼食代を含む) 

コーチはクラブ負担、その他の方は、全額自己負

担。本格的な練習ができるまたとない機会ですので、

レベルアップを図りたい方は積極的にご参加を。 

 

DUNLOP KOBE OPEN 2015 (DUNLOP KOBE OPEN 2015 (DUNLOP KOBE OPEN 2015 (DUNLOP KOBE OPEN 2015 (国際車椅子テニス大会国際車椅子テニス大会国際車椅子テニス大会国際車椅子テニス大会))))    

ボールパーソンボランティアの募集 

会場 ブルボンビーンズドーム屋内コート(三木市志染町) 

日程 4月26日(日)～4月29日(水) 9：00～17：00 

交通費（1,000円）・弁当（半日の人は除く）支給 

申込期限 4月 1１日（土） 

 ボランティア希望者は外クラブハウス掲示板の申込用

紙に記入してください。 

春季部内大会のお知らせ 
開催日：5 月 17 日(日) 予備日：5 月 31 日(日) 

出欠表は外クラブハウスに掲示しますので、 

必ず出欠の記入をお願いします。 

軟式の大会は 5月 10 日です。(5/24 予備日) 

高丘テニスクラブのホームページの高丘テニスクラブのホームページの高丘テニスクラブのホームページの高丘テニスクラブのホームページの開設開設開設開設        
クラブ専用のホームページを立ち上げました。 
URL：http://takaokatc.web.fc2.com/ 
「高丘テニスクラブ」で検索してください。 
 

クラブ専用のホームページの立ち上げに伴い、当面次の
ように取り扱います。（会報のプライバシーポリシー） 
・住所・電話番号等の個人情報は掲載しない。 
・個人名は姓のみとし、同姓が２名以上の場合、名前の

一部をひらがなで表示する。 
・写真は集合写真のみとし、注釈には個人名を入れない。 

なお、会報を長年にわたり、ホームへージに掲載して
いただいた三木さんに感謝申し上げます。 

ご意見募集ご意見募集ご意見募集ご意見募集 次の改革案を検討したいと考えています。ご意見・ご要望は役員まで 
・新たにミックスダブルスの部内大会をコート２面を使って年に２回ほど開催する。 
・冬季コート整備終了後の慰労会は寒さが厳しいため中止し、参加品(缶ビール・おつまみ)の配布に替える。 

次回役員会 4月26日(日)10:00～ 高丘コミセン学習室（飲み物等については、各自自費でご持参ください。） 

新入会員の募集新入会員の募集新入会員の募集新入会員の募集    
当クラブでは随時新入会員を募集しています。 

入会希望の方、興味のある方は、ホームページ

の「問い合わせ」からメールして下さい。 

明石市民テニス大会明石市民テニス大会明石市民テニス大会明石市民テニス大会((((団体戦団体戦団体戦団体戦))))    
4月 5 日(日)明石公園・海浜公園 

男子４チーム（２２人）出場 
4月１２日(日)海浜公園 
 女子２チーム（８人）出場 
ドロー表は外クラブハウスに置いています。 

会員の異動会員の異動会員の異動会員の異動（４月１日より） 

・復帰：美仁さん（大久保地区大窪） 

・休会：西村さん (高丘地区３・４丁目)、吉村さん（高丘地区７丁目）、松下さん（西明石地区） 

  

女子テニス講習会（第２月曜日）  ４月１３日（月） ９：３０～１２：００（開始時間厳守のこと） 

男子テニス教室    （第２日曜日）  ４月は市民大会のため中止 

頑
張

れ
ー
 

4444 月月月月    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    

  水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    

ＡコートＡコートＡコートＡコート    ××××    ××××    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ××××    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ××××    ××××    ○○○○    ○○○○    ××××    ○○○○    ○○○○    ◎◎◎◎    ××××    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ××××    ××××    ○○○○    ○○○○    ××××    ○○○○    

ＢコートＢコートＢコートＢコート    ××××    ××××    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ××××    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ××××    ××××    ○○○○    ○○○○    ××××    ○○○○    ○○○○    ◎◎◎◎    ××××    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ××××    ××××    ○○○○    ○○○○    ××××    ○○○○    


