


鎌倉 ロー ンTC  近   藤   た ま 子

20周年 おめで とうございます。月並 な言葉ですがあれか ら20年 もたって しまったのか しらと感慨

無量です。支部 として全国 にさきがけて結成 した当時は会員数15名 で した。 お知 らせのはが きも15

枚ヽ ですみ、 ドロー も手書 とで家内工業 なみでわが家で謄写印刷 し、会計は レポー ト用紙 に 1枚、会

員の前で読み上 げるだけで した。で も、やがて会員 は増 えるもの と心 に誓いオーバーな表現ですが

明けて も暮れて も女子連 の事で一杯 で した。 その うちに会員 は どん どん増加 して、 とて も家内工業

的 な物 ではな くなった嬉 しい発展振 りとな り、ブロ ック制 にして各 ブロ ックで仕事 をして頂 いた ら

と考 え提案 しました。 しか しブロ ック制成立迄 にはいろいろあ りま した。ですか らいよいよ成立決

定 となった時 はこれでよかった と協 力者一同感激 しま した。 その後 の支部の発展振 りは 目を見張 る

ものがあ ります。 ブロ ックも 3つ では間 に合 わない状態ではないので しょうか ?今の女子連 は 日本

のテニス界 にな くてはな らない存在 になってお ります。 これ迄の努力の結果は素晴 しい事です。

皆様益 々がんば りましょう。私 もブロ ック制成立 と同時 に副支部長 をやめ させて項 きま したが、

何 もかも懐 しい思 い出ばか りです。神奈川県支部 の今後 の ご発展 をお祈 りしてお ります。

鎌倉宮 カ ン トリーTC  大  塚  節  子

20周年 おめで とうございます。支部誕生のかげには、武石元支部長のテニスに対す る情熱 と、 そ

れ を支 えられた諸先輩のお力があった事 と思 います。私 も 1年 お くれて参加 し、56年 に若 い新 しい

役員の方達 と交代す る迄 お手伝 いさせて頂 きました。当時は今 ほ どテニスが さかんでな く、 それが

ブームの波 にのって急成長 しました。暗中模索 なが ら必死 に基礎 を築いた時代 といえま しょう。 そ

して今 日の隆盛 を見 る時、感無量の思いが します。テニスを通 して世界 に広 がった友情 の輪の中に

在って、 ます ますの ご発展 をお祈 りいた します。

湘南 ロー ンTC  間   宮   千   里

広報担当の方 か ら20周年記念 とうかがって、 もうそんなになるのか しらと改めて感慨一入 です。

県支部結成当時 を顧み ると、武石 さん、近藤 さんあと 5～ 6人の役員で ドローの作 り方 もぎこちな

く、長時間かけてやっ と終 ってみれば外 は真暗。鎌倉 ロー ンよ りあわてて帰宅 したの もついこの間

のよ うに思 われます。今や2400人 を越 えん大世帯 となって さぞ運営 に御苦労 も多い事 とお察 じ致 し

ます。今後 とも神奈川県支部 の発展 を心 よ りお祈 りいた します。

カ トレアTC  河  野  久 美 子

県支部 20周年 を心 よ りお祝 い申 し上 げます。私 が役員 をしてお りました県支部結成の頃 か らブロ

ック別 になる迄は、他 の試合 も少 な く、女子連優勝 が一番 の 目的で練習 に励 んでお りま した。

運良 く第 3回 ダブルスで鳥居 さん と優勝す ることが出来 ま した。決勝戦の相手は鎌倉宮 カン トリ

ーの新井 ・星組で、試合後 「おかげ様 で最高の試合 が出来 あ りが とうございました」 と挨拶 され、

なん と素晴 しいプ レヤー と大変感激 した事 が良い思 い出 となっています。役員は じめ皆様 にもた く

さんの御指導 を頂 きあ りが とうございま した。県支部 の益 々の御発展 を祈 ってお ります。
｀         高麗山TC  白  砂  京  子

“女子連 "と い うことば を聞いてから、はや20年 が過 ぎよ うとしています。生 まれた子 が成人式

を迎 える20年 ですが、 あらためて歳 月の流 れの速 さに驚いています。

今のよ うに試合 に出 るチ ャンスがな く、石神井 まで、“女子連"の試合 に出て行 った事、東西戦で

神戸 に行 った事、 3日 間の予定で韓国 に親善試合 に行 ったの に、歓迎 スケジュールに合 わせて10日

間 も滞在す るハ メになって しまった事等 々"女子連"は私 にとって、 とて もなつか しい良い思 い出

でいっぱいです。で もチ ョッピリ苦 い思 い出は、第 1回朝 日レデ ィース代表 として参加 したのに、

お祭 り気分で心残 りな試合 をした事。第 7回の監督 として神 奈川 をは じめてベス ト4か ら脱落 させ

た事 かもしれません。

女子連20年 はそのまま私のテニスの履歴書のよ うな気 が します。 そこで得 た財産、それは多 くの

良 き先輩 ・友人・後輩 です。 そ して、現在健康 に恵 まれテニスを楽 じめる事 に感謝 し、幸せ に思い

ます

発足当時50人 にも満 たなかった会員 が50余倍 にもふ くれあが り、国際試合の審判 まで も行 うよ う

になった “女子連"が、今後 ます ます発展す ることを願 っています。
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