
時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 前原孝雄 石川勝二郎

川上裕基 ○ 今泉好文 ○ 神山好弘 小池善信 ○

江原正能 ○ 関口嘉則 ○ 山口誠二 ○

丸田行宏 ○ 福島大輔 ○ 吉田崇宏 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項

堀マラソン大会　協賛金納入
　　競技役員（川上副会長・山藤会計・小池書記）に依頼
11月高校冬季大会　各種申請書提出
桐生市体育協会　専門委員会（川上副会長）出席
12月相生コート周辺一斉清掃（参加者現在１８０名）
※体協専門委員会で増子会長が群馬県スポーツ功労賞の
桐生市からの推薦者に決まる

一般大会は全て無事終了　タイムス杯は今年も須田顧問
より多大なサポートを　野村建設の協力もあり
今年度登録31団体　722名登録　高校生重複登録女子2名

市民大会　ミックス大会の参加者大幅減が影響　

１０万円減収　高校冬季大会シングルスのみ実施 副会長 川上裕基

次年度は市民大会とミックス大会開催時期入替え

中間決算報告書をご確認願います 会　計 山藤知子

桐生市は２回戦でみどり市に敗れました 丸田行宏

咲良レッスン　山宮氏が楽しめる企画検討中 山口誠二

１２月９日（日）咲良レッスン頑張ります 吉田崇宏

前回同様　役員　理事　各委員会委員にご協力頂き各担当業務

の責任者をお願い致します。クレーコート駐車場にゴミ収集

桐生タイムスが写真撮影後　ゴミを端に移動

缶等危険物は分ける　燃えるゴミと落ち葉は同じ袋に入れる　

当日の集合時間は小池書記がメールを送ります

当日の後片付けは川上副会長　今泉理事　小池書記が行う

開会式　会長に動いて頂き　ご挨拶して頂く

3 議　　事

4 その他 市民体育館２年後に完成その後現在の体育館を壊す 副会長 川上裕基

その間　かなりの騒音が予想される日曜日の工事中止を伝える 会　長 増子相一

オムニコートの砂が足りない　砂の無い箇所は足が引っ掛かり転倒する危険性あり 委員長 福島大輔

了解しました　打ち上げておきます 会　長 増子相一

協会HP　大会　事業イベント　ジュニア開催中止等の連絡

メールでは会員全員に送信される

連絡責任者から協会のお知らせが皆に連絡されていない

大会等の連絡は見たい人が見れるようにQRコードをつけては？

一方通行の連絡だけで良い

年明けに理事会の慰労会を行います。若手に動いてもらう

増子会長の受賞　石川監事より祝賀会開催の話がでています

大会収益

イベント
理　事

一斉清掃 川上裕基副会長

協会会計

９月以降の各大会申請書提出
10月スダテニスパーティー（増子会長・川上副会長）出席
桐生市体育協会運営委員会総会（増子会長・川上副会長）出席

今泉好文委員長

川上裕基

委員長 福島大輔

副会長

県民大会報告

大会運営委員会
登録関係

委員長 今泉好文

ジュニア委員会
順調に続けています。小中学生１０名高校生７名参加

委員長 福島大輔
先週本藤プロが指導　受講生が喜んだ　継続して欲しい

事業委員会 12/9　咲良レッスン２　受講申込現在３５名 委員長 関口嘉則

平成３０年度　桐生テニス協会　第３回理事会　議事録

開催日 平成３０年１１月２９日（月） １９：３０～ 桐生市中央公民館

出席状況
（敬称略）

11名出席

進　　行

　寒暖の差が大きい時期　体調管理に注意

事務局 副会長 川上裕基



時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 前原孝雄 ○ 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 今泉好文 ○ 神山好弘 ○ 小池善信 ○

江原正能 ○ 関口嘉則 山口誠二

丸田行宏 福島大輔 吉田崇宏 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項 ①　8/1　本藤咲良プロを招いてイベント開催

高校生対象　参加者31名　ジュニアナイター教室にも参加

川上・江原・山藤・小池・吉田・福島明が運営担当

※野村建設工業様よりテント・扇風機・タオル・飲物提供

②　オムニ２番コート　サーフェスが一部デコボコ

桐生市スポーツ事業団に問い合わせた回答は…認識している

改修（張り替え）工事の見積に入っていない

③　オムニコートネットのワイヤーがささくれ立つ状態

桐生市スポーツ文化事業団に伝えた…交換済み

桐生市民体育大会　一般の部　受付中

県男子C級　支部主管　桐生の他前橋　太田　渋川　各会場

シングルス430名　ダブルス170組出場　高校大会の日程が

重なると出場者数が大きく減少する

猛暑の影響でシングルス４名途中棄権

3 議　　事 ○女子種目のオープン化について

Ｂ級種目の出場者減少著しい　エントリー数がＡ級昇格数に満たない

１日に１試合しか出来ない　毎回の様に同じ組み合わせ等の意見

オープン化は平成３１年度のダブルス選手権大会より実施

平成３０年度桐生市ミックスダブルス大会終了時のＡ級選手は

桐生市女子Ａ級資格を３年間凍結（期間中資格を保証）とする

３年後、大会出場者数が６５を超えた場合　級別開催を検討・審議

○高校生の二重登録について

学校行事等が優先となり、桐生の大会に出場できない

個人として出場したいが、学校としてしか受付できない

現在、二重登録は不可だが、高校生に限り正会員団体への重複登録を認める

ジュニア委員会を正会員団体として講習会受講生の申込を受け付ける

（在学校からの出場申込がない場合）ジュニア委員会枠で出場を認める

ジュニアに参加している生徒は、桐生の大会がある事を知らない　大会に

出場したいという思いがある　知っていれば　顧問に出場希望を伝えられる

各高校の顧問の意見要望に最大限の尊重と尊厳を持ち日程を考慮

顧問の協力がどうしても得られない　本年度のエントリー数等を判断基準

として（協会としては不本意）来年度の市民大会高校の部団体戦は実施しない

高校生大会に関しては、川上副会長に全て一任する　今までのやり方は

当てはまらない　時代に合った育成に臨機応変に切り替えて行く必要

4 その他 ①　ジュニア育成について

審議案内容に対し理事会出席者全員賛成　議案可決

副委員長

今泉好文委員長

川上裕基副会長

増子相一会　長

今泉好文委員長

県協会関係 神山好弘支部長

審議案内容に対し理事会出席者全員賛成　議案可決

大会運営委員会
登録関係

ジュニア委員会
咲良レッスン　子供達に喜んでもらえた

理事長 江原正能
写真撮影　タオル好評

登録状況報告

前原孝雄

事務局 副会長 川上裕基

事業委員会 ナイター強化練習会は順調に進んでいます 副委員長 吉田崇宏

進　　行

　残暑厳しい中　健康に留意して欲しい

平成３０年度　桐生テニス協会　第２回理事会　議事録

開催日 平成３０年８月２７日（月） １９：３０～ 桐生市南公民館

出席状況
（敬称略）

10名出席



今後の目標として　県内他市は部活動（中体連参加） 委員長 福島大輔

協会としてジュニア育成を今までとは違う方向で考えて行く

委員長の考え方として出来る限り　協力は惜しまない

大会への出場の様な目標がジュニアのやる気に繋がる

一年を通しての活動はジュニアの実力向上に必要

上達を見せる機会・示す場所として大会出場がよい　金銭面で親に負担

他にも携わる方の負担・苦労を考えると強くアピールできない

来年度から桐生テニス協会　ジュニア育成目的として

ジュニア選手権（県大会等）出場の為の登録費の協会負担も検討

高体連以外への出場者への援助も検討　参加費以外で

大会に出場出来ればジュニアの向上になる

大会運営委員長　事業委員長からも協力は惜しまないとの承諾あり

桐生テニス協会主催大会への出場希望者（男女問わず）も出てくる

②　協会ＬＩＮＥ＠　アカウントについて

出来る事　一斉メッセージ　トーク

ＬＩＮＥ＠　運用方法　料金プラン

※説明の内容が理事会の中で充分に伝わらなかった

今後　協会内で展開して行く上で、様々な状況を検討していく

川上裕基副会長

今泉好文委員長

事前確認事項抜粋文

前原孝雄副委員長



時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 前原孝雄 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 今泉好文 ○ 神山好弘 ○ 小池善信 ○

江原正能 ○ 関口嘉則 ○ 山口誠二 ○

丸田行宏 福島大輔 吉田崇宏 ○

理事長 江原正能

2 報告事項 4/4　平成29年度報告書　平成30年度計画書
4/12　シングルス選手権大会各種申請書提出
4/22　普通救命講習会　本藤咲良プロ　受講
2/24　桐生市体育協会　役員懇親会・祝賀会

別紙資料参照　
女子の参加者減少が著しいため、オープン化を検討
今年度の重要議題として取り組む方針
運営委員会で展開中・次回理事会に気台として提出
登録状況報告
　群大工が新規団体登録

副会長 川上裕基

スポーツ傷害保険　　昨年度１件請求 監　事 石川勝二郎

都市対抗戦　桐生市は２回戦で高崎に敗戦 副理事長 丸田行宏

12/9　相生テニスコート周辺一斉清掃　社会貢献事業

オムニコートの試合進行表　交換費用約50,000円

使用済みテニスボール回収のお願い　学校に寄付 理事長 江原正能

次年度　本藤咲良プロ　協会アドバイザーの確認　 理　事 山口誠二

［回答］次年度も継続していただくことになります 副会長 川上裕基

桐生テニス協会HP　SNS等調査内容の報告 委員長 今泉好文

3 議　　事 ○オムニコート改修の進捗状況は？　受注生産　７月中旬頃まで工事期間 理　事 山口誠二

○協会HP　SNSラインについて調査中　次回理事会で提案出来るようにしたい 委員長 今泉好文

○中体連　硬式テニス部が１０校登録　準登録承認　 理　事 神山好弘

4 その他 ①本藤咲良プロより　桐生テニス協会の役に立ちたいと申し出あり

市民大会　高校生の部　7月24日～　1、2年生にプロのボール体感して貰う

各校で数名（全員は無理）１名５００円位徴収　同意書が必要

②桐生・みどり地区高校顧問　今年度は取りまとめる先生がいない

大会使用のための鍵を預けられない　

先生が協力してくれる約束が反故されることになる

大会運営委員会の負担が大きくなる　冬の大会は中止にすることも視野

高校生で桐生の大会出場希望者は各団体から登録　　

学校との二重登録許可する制度を早急に検討

増子相一

平成３０年度　桐生テニス協会　第１回理事会　議事録

開催日 平成３０年６月７日（水） １９：３０～ 桐生市中央公民館

出席状況
（敬称略）

11名出席

進　　行

1 会長挨拶
先日７０歳になりました　　某クラブで４ゲームに参戦　次の日はゴルフ
と　　　　　　　　　　　毎日の鍛錬が大切　体調管理が重要

会　長

事務局 副会長 川上裕基

事業委員会 委員長 関口嘉則

春季ベテラン大会はオープン参加　
支部長 神山好弘

他県の高いレベルが参考になる

ジュニア委員会
今年度も年間を通して活動中

理事長 江原正能
オムニコート閉鎖解除から再開予定

会　長 増子相一高校生大会については川上副会長の判断を尊重する

特にありません

大会運営委員会

登録関係

今泉好文委員長

その他

川上裕基

副会長 川上裕基

副会長

大会会計 シングルス選手権大会　出場者減

県協会関係



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

2 報告事項 1/24　桐生市体育協会専門委員会
2/  4　咲良スペシャルレッスン　決算報告
2/11　第６４回堀マラソン大会　
　競技役員   川上副会長・山藤会計・小池書記

2/21　平成30年度　桐生市体育施設調整会議
　出席者　川上副会長・今泉運営委員長　神山支部長

2/24　桐生市体育協会　役員懇親会・祝賀会
　出席者　増子会長・川上副会長・石川監事・小池書記

　平成29年度スポーツ勲功賞・奨励賞受賞者５名　

普通救命講習会　4月22日（日）開催決定
相生オムニコート人工芝張替工事
　　5/7～7/中旬　工事期間中の大会はクレー使用
　　事業委員会、ジュニア委員会に影響

桐生市ダブルス選手権大会終了
大会運営委員会に竹澤英樹（ぴすたちお）氏加入
桐生市ミックスダブルス選手権大会
　参加資格の変更
第３位決定戦の実施
　次年度シングルス選手権大会より銅メダル授与する

会　計 山藤知子

　　　神山支部長　江原理事長　前原理事出席

桐生市ダブルス選手権大会で選手に怪我あり　保険請求 監　事 石川勝二郎

都市対抗戦　桐生市は２回戦で高崎に敗戦 副理事長 丸田行宏

12/9　相生テニスコート周辺一斉清掃　社会貢献事業

オムニコートの試合進行表　交換費用約50,000円

使用済みテニスボール回収のお願い　学校に寄付 理事長 江原正能

次年度　本藤咲良プロ　協会アドバイザーの確認　 理　事 山口誠二

［回答］次年度も継続していただくことになります 副会長 川上裕基

桐生テニス協会HP　SNS等調査内容の報告 委員長 今泉好文

3 議　　事 ○平成30・31年度　役員改選について　

［退任］　山口景子氏・根岸大輔氏

［留任］　上記以外の理事・役員

4 その他 理事長 江原正能

理事長

会計報告

3/21　総会　於サンピア高崎

川上裕基副会長

その他

　総会　３月２９日（木）　役員・理事　午後６時集合　駐車場は奥を使用

事業委員会 理　事 山口誠二

ジュニア委員会 江原正能理事長

県協会関係

県春季Ｃ級大会　129団体から申し込み　

支部長 神山好弘

　理事会において決議→承認　総会審議事項へ提出する

江原正能

１月極寒の中　雨天時も実施

体育協会主催の初心者講習会は中止

事業委員会主催の強化練習会　日曜日開催を検討中

コート改修の案内　4月15日頃発送予定

平成２９年度決算報告　総会資料参照

事務局 副会長 川上裕基

大会運営委員会 委員長 今泉好文

増子相一

平成２９年度　桐生テニス協会　第５回理事会　議事録

開催日 平成３０年３月１２日（月） １９：３０～ 桐生市南公民館

出席状況
（敬称略）

11名出席

進　　行

1 会長挨拶 　総会の準備お願いします 会　長



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

2 報告事項 第４回　理事会報告事項　別紙資料参照
　（平成２９年１１月～平成３０年１月）
桐生市ミックスダブルス選手権大会　終了
桐生・みどり地区高校冬季大会　終了
桐生市ダブルス選手権大会　２月２５日～開始

理事長 江原正能

大会収益別紙資料参照

　ミックスダブルス大会は大幅な黒字

　大会要項に日程を明記　参加者が増えた

高校生大会は赤字　収益は桐高の出場で変わる

高校冬季大会　１日４面で６０試合　

　1日に７～８試合　来年度はNG　

　　行っているため担当者が変わったら対応不可

　男子　ATC、クロノス　女子　サークルM　出場

都市対抗戦　2/10.11 桐生市,みどり市出場

3 議　　事

○平成30・31年度　役員改選について　

　　次回理事会において審議する

○本藤咲良スペシャルレッスン　２月４日（日）開催　別紙資料参照　
　　桐生テニス協会　野村建設工業　桐生タイムス社　共催イベント
　　川上副会長が総責任者。本日までに２９名参加申込
　　野村建設よりテント（３張）、テーブル、イス、暖房器等を借用
　　スタッフは午前８時集合　前日、野村建設の方が会場に機材搬入
　　桐生タイムス社には事前にイベントを告知してもらう
○社会貢献事業計画　テニスコート周辺の清掃（他の意見も可）

○協会ＨＰ（老朽化）　フェースブック　インスタ　他の方法検討 理　事 今泉好文

○桐生テニス協会への協力者を各団体に募集する　ＨＰ等詳しい方 会　長 増子相一

4 その他

大会会計 副会長 川上裕基

※本日、出席者が９名（１６名中）のため　報告事項となります

江原正能理事長

大会会計

別紙資料参照　ミックス大会　高校冬季大会　未実施

副会長 川上裕基

　　大会収益はup タイムス杯寄付なければ赤字

　　高校生は参加者減少　高校大会減らす事も検討

　　先生方の要望に応えてきたが全て準備を副会長が

　　今後は大会削減について検討する事も必要

事務局 川上裕基副会長

今泉好文委員長大会運営委員会

川上裕基副会長

平成２９年度　桐生テニス協会　総会　を平成３０年３月下旬に開催する

県協会関係

県クラブ対抗戦　

理　事 神山好弘

ジュニア委員会 冬季期間中も講習会実施しています。

事業委員会

強化練習会参加人数減少 参加費値上げ(700円)

委員長 関口嘉則

　　レッスン内容充実　トータル参加で技術向上

　　今回は１コート７～８名でちょうど良い人数

　　参加者から長期間でやって欲しいと要望あり

本藤咲良プロ参加は好評　決算報告は別紙資料参照

進　　行

1 会長挨拶 会　長 増子相一　総会の準備お願いします

出席状況
（敬称略）

９名出席

平成２９年度　桐生テニス協会　第４回理事会　議事録

開催日 平成３０年１月１８日（木） １９：３０～ 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

　㈱野村建設工業　野村社長と今後について話をした

2 報告事項

理事長 江原正能

別紙配布資料の内容報告

　　行っているため担当者が変わったら対応不可

副理事長 丸田行宏

3 議　　事 ○川上副会長スポーツ功労賞受賞祝賀会　開催結果　会計報告 理事長 江原正能

○第３回桐生タイムス杯について
　　初めてのチーム戦　土曜日開催のため参加が少なかった
　　来年度は普通救命講習会を日曜日に開催する
　　　4/22 桐生タイムス,野村建設,協会の共同開催で開催
　　　一般・野村建設社員も参加予定,高校生を集めることに固執しない
　　桐生タイムス杯以外の大会に協賛を依頼する予定は今後もなし

4 その他 桐生市体協副会長として、他協会行事に出席して感じたのは、どの協会も

競技人口減少が課題で年配者とジュニアが多い。シニアが一般大会に出場。

日曜日開催にしている。

２０～３０歳代の参加を促したりジュニアの向上心を伸ばしたい。

また、桐生タイムス杯は　イベントのﾀｰｹﾞｯﾄﾃﾆｽが好評だった。

副会長 川上裕基

別紙資料参照　ミックス大会　高校冬季大会　未実施

　　大会収益はup タイムス杯寄付なければ赤字

　　高校生は参加者減少　高校大会減らす事も検討

　　先生方の要望に応えてきたが全て準備を副会長が

　　今後は大会削減について検討する事も必要

強化練習会参加人数減少 参加費値上げ(700円)

　　レッスン内容充実　トータル参加で技術向上

　　今回は１コート７～８名でちょうど良い人数

大会会計

本藤咲良プロ参加は好評　決算報告は別紙資料参照

　ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会・高校冬季大会を残し各大会終了

　タイムス杯で須田顧問に多大な寄付をいただいた

　野村建設は２回ともテントを貸していただきました

登録関係 今年度登録人数744名　32団体　昨年度並み

ジュニア委員会 　協会よりボールをいただきありがとうございました

大会運営委員会

吉田崇宏

川上裕基副会長

増子相一会　長

11/5県民大会　桐生市出場選手確認

協会HP　本藤プロのランキングを掲載しては？

本人のブログ　情報が少ない　試合結果のみ　

その他

理　事

関口嘉則

会長挨拶1

市民大会　鈴木祥子さん（笠懸）左足アキレス腱断裂

平成30・31年度役員・理事　任期改正について
石川勝二郎監　事

　　参加者から長期間でやって欲しいと要望あり

会　長 増子相一

平成32年 桐生市民体育館をサブグラウンドに建設
　　　現状の１.２倍の大きさ　アリーナ２つ
　　　ラン二ングコース　トレーニングルーム設置
　　　ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会は大会使用 テニス協会は不使用
　　　工事期間中もテニスコート利用可能
本藤咲良プロ  桐生市長表敬訪問 協会ＨＰ写真掲載

平成２９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１０月２５日（木） １９：３０～ 桐生市中央公民館

出席状況
（敬称略）

10名出席

桐生市スポーツ功労賞受賞祝賀会決算書

　平成２９年度中間決算書
協会会計 山藤知子協会会計

今泉好文委員長

進　　行

　第３回桐生タイムス杯…大会運営委員会にねぎらいの言葉

事務局 副会長 川上裕基

事業委員会 委員長



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 　ジュニア委員会より　講習会に高校生募集要望

　各高校に募集実施

　シングルス選手権大会収益　１２万円増収　

　ナイター講習会８回開催予定　１回雨天中止

　１回３０分遅れスタート

　７月２１日～　ナイター強化練習会開催　全５回

　別紙配布資料の内容報告

　　シングルス選手権大会　無事終了

　国体予選　８／５・６　（４日　選手練習会）

　県秋季大会募集中　

　桐高　毎年４～５名　今回２３名出場

　桐高　市民大会出場予定なし（事前連絡）

　6/23高崎ＴＣにて打ち合わせ(松田氏　川上副会長）

　本藤咲良プロ　お披露目イベント９月以降予定

（案）相生オムニ使用　コート内有料　コート外無料

3 議　　事 ○川上副会長スポーツ功労賞受賞祝賀会準備委員会報告

　　祝賀会当日の役員・理事の役割分担の依頼　集合時間１７時１５分

○祝賀会開催にあたり役員・理事の皆様へのお礼の言葉 副会長 川上裕基

○次年度　役員改選について実行委員会（石川監事を主）の立案

　　若手を中核とした人事　年内の決定を望む　（増子会長は１５年継続）

　　【意見】現状の役員・理事がテニス協会に好ましい状態である 監　事 石川勝二郎

　　【意見】増子会長は、会長職を7期15年　学識経験者として　

　　　　　（財）桐生市体育協会副会長としても活躍　お忙しい事は皆さん

　　　　　　承知しているがテニスコートの改修・整備計画など協会に

　　　　　　とって大事な時期と認識している

○祝賀会準備で忙しい時期　終了後に（若手へ移行も含め）検討 会　長 増子相一

出席状況
（敬称略）

12名出席

平成２９年度　桐生テニス協会　第２回理事会　議事録

開催日 平成２９年７月　６日（木） １９：３０～ 桐生市中央公民館

進　　行

7/22の祝賀会は、皆さんで団結してお祝いをしましょう

事務局 副会長 川上裕基

県協会関係 支部長 神山好弘

事業委員会

ジュニア委員会
　リピーターに声を掛け誘っている

川上裕基副会長

関口嘉則委員長

その他 川上裕基副会長

書　記 小池善信

増子相一会　長

　高校生募集　　受講人数を増やしたい

大会運営委員会 委員長 今泉好文



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 　別紙配布資料の内容報告(大会会計含む)

　桐生市体育協会副会長に増子会長留任(学識経験者)

　桐生市体育協会運営委員に川上副会長就任

　高校関係は桐生工業高校顧問　宮崎拓也先生が窓口

　別紙配布競技役員として当日運営に参加

　大間々高校が団体登録　次大会より出場

　初心者ナイターテニス教室　参加者33名 委員長 関口嘉則

　　参加者の３分の２がリピーター

　　テニス教室使用ボール不足

　　廃却ボールは、教育委員会（養護学校）に寄贈 理事長 江原正能

　大会用ボール(未使用分)を事業・ｼﾞｭﾆｱに回す 副会長 川上裕基

　協会会計が承認(費用は協会負担のため) 協会会計 山藤知子

　ナイター講習会・ナイター強化練習会 委員長 関口嘉則

　　　分かりやすくする

　ナイター強化練習会　昨年度よりも内容充実 理　事 山口誠二

　　　全てのレッスンに参加すると向上する

　参加費はお釣りのないように納入と要項に記載 理　事 吉田崇宏

　別紙配布資料の内容報告

　　高校生の大会参加者数減少著しい

　　女子はオープン化に向かう可能性あり

　　シングルス選手権大会男子Ｂ級出場者100名割れ

　５月２２日（月）常任理事会

　国体予選　関東ブロック 8/5・6（群馬県開催）

　県協会総会に各協会へ参加要請（食事付）

　【質問】クラブ対抗戦使用球　

　　　　ヨネックス周知してあるか？いつまで使用？

　【回答】クラブ対抗戦使用球　

　桐生市スポーツ功労賞受賞祝賀会について

　　別紙配布資料の内容報告

　　祝賀会開催日　平成29年7月22日(土)　18:30～

　　会場　桐生プリオパレス　　会費 4,000円

　　予算　協会負担金　1人あたり2,000円～2,500円

　　協会負担金軽減のため　以下を実施する

　　　招待状封筒宛名　山藤会計に依頼

　　　返信用ハガキ・式次第・席札　協会作成

　　　招待状は可能な限り手渡し　郵送料削減

3 その他 　○足利テニス協会創立５０周年記念祝賀会　　10月21日

　　　　招待状が届いた場合、江原理事長が出席予定

　○本藤咲良プロ　桐生タイムスに週１回特集記事掲載

　○本藤咲良プロの会員へのお披露目事業を検討中(秋頃予定)

　○本藤咲良プロのブログの読者登録要請

川上裕基副会長

県協会関係

理　事 前原孝雄

大会要項にヨネックスマッスルパワーと明記してある 川上裕基副会長

その他

50周年事業時協力に対しての御礼　来年度以降は未定

書　記 小池善信

理　事 神山好弘

事業委員会

　顧問会議の際、各高校に再度テニス教室案内依頼
前原孝雄副委員長

大会運営委員会

事業委員会

　　　委員に揃いのＴシャツを作成 指導者と受講者を

ジュニア委員会
　　会議の際、川上副会長が案内をすることを了承

今泉好文委員長

進　　行

気温が上昇しているので熱中症に注意

事務局

登録関係

平成２９年度　桐生テニス協会　第１回理事会　議事録
開催日 平成２９年５月３０日（火） １９：３０～ 桐生市南公民館

出席状況
（敬称略）

12名出席

川上裕基副会長

今泉好文担　当
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