
時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 石川勝二郎

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二 ○

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 ○ 前原孝雄 小池善信 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項 副会長 川上裕基

　②　普通救命講習会について…決算報告

　　　　桐生タイムスの記事の共同開催（スポーツ吹き矢）は遺憾である

　③　平成28年度　第1回理事会の開催日程について

　④　桐生地区高校顧問会議…仕事を分担して大会運営を行う

　⑤　各委員会の人手不足について…次回理事会で検討

　ナイターテニス教室終了　参加者４０名

　ナイター強化練習会　７月２２日（金）開始

　新規事業委員加入報告　　吉田謙二氏（クロノス）

　葭葉貴弘氏（クロノス）　河辺栄雄氏（ヤマダ）

　クラブ対抗戦終了　５月開催は好評

　桐生市シングルス選手権大会開催中

　新規大会運営委員会加入報告　石澤　衛氏（OSS）

　第2回　桐生タイムス杯テニス選手権大会

　実施種目検討(年齢区分変更,小学生親子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ新設)

　レフェリーマニュアルの改正　改正案検討中

　桐生市ダブルス選手権大会,クラブ対抗戦 決算報告 副会長 川上裕基

理　事 今泉好文

　春季大会　１名負傷者（アキレス腱断裂）

　昇格案(ｲﾝｶﾚ、ｼﾞｭﾆｱ大会等成績考慮)検討中

　熊本震災義援金　県協会から話があり

　川上副会長に協会への貢献に対しての謝辞 会　長 増子相一

副会長 川上裕基

　新理事２名　就任あいさつ

　　　山口誠二氏・吉田崇宏氏

理　事 吉田崇宏

　今後70～80万円の積立準備金が必要（HP作成） 副会長 川上裕基

　月間行事カレンダーをHPに掲載

3 議　事 　○　意見交換

［意見］大会参加者の増減はあるのか

［回答］県大会参加者の増減はなし

［回答］市大会参加者の半数が高校生

［意見］桐生のテニスコートは新しい人が入りづらい

　　　　南公園　境野は地元の愛好者優先　　相生と元宿しか使えない

　　　　伊勢崎市営コートは月一回無料開放

　　　　コートの時間貸し出しの検討

　　　　高校生が相生コートを長時間使用

［意見］各委員会の人材発掘が必要

　　　　現委員のコネクションに頼り切っているのが現状

4 その他 　第２回理事会　９月に実施予定

登録関係 　登録団体数31（高校6含む）登録人数（総数714名）

大会運営委員会

関口嘉則委員長

今泉好文委員長

　大会参加賞・入賞者賞品の導入検討してはどうか

その他

県協会関係 神山好弘支部長

　各委員会事業へ理事視察のお願い(現状把握)

進　　行

大会会計

　運動公園整備計画について

事務局 　別紙配布資料にて報告

事業委員会

平成28年6月16日
桐生市中央公民館

役員会

　①　熊本地震募金について…協会として募金活動は実施せず

出席状況
（敬称略）

11名出席

平成２８年度　桐生テニス協会　第１回理事会　議事録

開催日 平成２８年７月１日（金） １９：００～ 桐生市中央公民館



時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 ○ 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 山口誠二 ○

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 ○ 前原孝雄 ○ 小池善信 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項 協会会計 山藤知子

　現時点での大会収益は黒字（別紙資料参照）

ヨネックス球使用による経費削減

大会参加費の値上げによる収入増

　第２回 桐生タイムス杯について

大会経費は補填になる可能性あり

参加賞・賞品は桐生タイムス社提供

コート使用料金　人件費等は協会負担金

　②　事業委員会　ナイター強化練習会について　

　　　　視察報告…増子会長・川上副会長・山藤協会会計・小池書記

　③　ジュニア委員会　　ジュニアテニス教室について

　　　　視察報告…川上副会長・山藤協会会計・小池書記

　④　第２回　桐生タイムス杯について

　ナイター強化練習会（新規事業）報告 委員長 関口嘉則

　7月22日～8月26日(相生ｵﾑﾆ 全5日間) 副委員長 山口誠二

　毎週金曜日19時～21時　1ﾚｯｽﾝ（50分）500円 副委員長 吉田崇宏

　各時間ｺｰﾄ毎にﾚｯｽﾝ内容を決めておき参加者が

　参加時間ﾚｯｽﾝ内容を選択し申し込む

　参加予定数を150名と予想　実質234名(延べ人数)

　決算報告書・諸資料（別添）

　※今後の課題

　コートの確保、使用面数料金　コーチ派遣代金

　募集の要項内容　受講者のレベルの違い

　事業として収益は上がったが、事業運営費は

　今後の課題として検討していく

　桐生市シングルス選手権大会　終了 委員長 今泉好文

　桐生市民体育大会一般の部・高校生の部　順延あり

　桐生テニス協会　大会に関する特別ルール 担　当 小池善信

　（別紙資料参照）

　若干の修正を加える（表記の仕方を変えて）

理事長 江原正能

　ジュニアテニス教室 委員長 福島大輔

　　　参加者　高校生５名　小学生２４名 副委員長 前原孝雄

　今後の課題　小学生が増え過ぎると運営面に支障ある事も

　《役員視察》 副会長 川上裕基

　安易な考えでコーチの増員はできない 協会会計 山藤知子

書　記 小池善信

3 議　事 　なし

4 その他 　なし

進　　行

　天候不良による大会延期にねぎらい

　協会会計中間報告（別紙配布資料参照）

　①　県民大会について

平成２８年度　桐生テニス協会　第２回理事会　議事録

開催日 平成２８年１０月６日（木） １９：００～ 桐生市中央公民館

出席状況
（敬称略）

13名出席

ジュニア委員会

事務局
川上裕基大会会計

大会に関する特別ルールを理事会として承認する

役員会

事業委員会

大会運営委員会

平成28年9月5日
桐生市中央公民館



時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 ○ 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二 ○

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 ○ 前原孝雄 ○ 小池善信 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項 協会会計 山藤知子

　堀マラソン　競技役員派遣 (2/12) 副会長 川上裕基

江原理事長,石川監事,小池書記の３名

　年末年始コート使用依頼申請　…　認可

　 12/29～1/3まで相生クレー・元宿

　事務局会議開催　12/20　pm7:00～　石川監事宅

平成28年度 スポーツ功労者推薦書作成

　平成28年度　大会収益は前年度を大きく上回り増収 大会会計 川上裕基

　　出場者数前年同様・会計監査は石川監事に依頼

　桐生市スポーツ文化事業団にコートブラシ２本寄贈 協会会計 山藤知子

　②　平成28年度 スポーツ功労者推薦について　

　③　平成28年度 スポーツ勲功章・奨励賞について

　ナイター講習会（全８回）開催予定 委員長 関口嘉則

　　　5月12日～(相生ｵﾑﾆ 全８日間)

　　　毎週金曜日19時～21時

　ナイター強化練習会（全５回）開催予定

　　　7月21日～(相生ｵﾑﾆ 全５日間)

　　　毎週金曜日19時～21時

　平成28年度　全日程終了 委員長 今泉好文

　新規大会運営委員紹介　…　福島賢治氏(ＡＴＣ)

　登録関係　…　高校生の登録数の減少が心配 担　当 今泉好文

　ジュニアテニス教室 委員長 福島大輔

　　　通年での開催希望があり　…　検討中

　小中学生は一般大会への出場について質問 副委員長 前原孝雄

　　年齢の制限はないがマナーとルールが理解でき

　　セルフジャッジが可能【回答 今泉運営委員長】

　平成29年度は役員改選（２年毎）あり 理　事 神山好弘

　　県総会は3/20に開催

　スポーツ勲功賞・奨励賞に５名を推薦 監　事 石川勝二郎

　在住の高校生(学校は他市)は該当するのか質問

　　【回答】後日、該当しないとの連絡あり

　　都市対抗大会　２月１１日・１２日　開催 副理事長 丸田行宏

3 議　事 委員長 今泉好文

　　　　開催することにより協会の認知度やテニスをアピールできる

　　　　メリットあり（新聞広告と同じ位置づけと考える）

　　　　救急救命講習会を共同開催（桐生タイムス社の要望）

4 その他 　群馬県クラブ対抗戦　第３位入賞報告　ＡＴＣが快挙・健闘 理　事 関口嘉則

　次回理事会　３月　８日（水）　午後７時～　開催 理事長 江原正能

　総　　　会　３月２９日（水）午後６時集合・午後７時開始

　　　　　　　桐生市南公民館で開催予定

出席状況
（敬称略）

14名出席

平成２８年度　桐生テニス協会　第３回理事会　議事録

開催日 平成２９年１月１８日（水） １９：００～ 桐生市中央公民館

事務局

県協会関係

その他

進　　行

　各部門 未決済金あれば 提出すること

　大会運営委員会より　第３回　桐生タイムス杯開催について　報告

役員会
平成28年12月15日

石川監事宅

大会運営委員会

事業委員会

ジュニア委員会

　①　第３回理事会について
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