


テニスクラブで、13ク ラブ、80名 、51年 4月 湘

南 ロー ンで、23ク ラブ150名 、53年 スポーツマ ン

クラブで、200名 、 この時は飯田藍 さん、野村

貴洋子 さん達 をお招 きしました。54年 には大磯

プ リンスホテルで 200余名 が参加 しました。会

費 1,500円で、 コー トフ ィー、食事、お茶菓子

ボール代等 を賄 いました。人数の少 なかった時

は十分親睦会の意味 があ りましたが、人数のふ

くれ上 が りが問題 にな りました。三つのブロ ッ

クに分 け られた今 も親睦会 は同 じ様 な形 で続 け

られています。

司会  支部 トーナメ ン トも初 めの頃は新人戦 と

呼ばれていましたが、 その様子 は。

近藤 正式 な トーナメ ン トとして単複、年 2回

行 なわれていま したが、春 にダブルス、秋 にシ

ングルス と定着 して きました。初 めは女子連 の

会員で あれば出場 で きましたが、参加者の層 も

厚 くなって きま したので資格 をうたわれ るよ う

になって きました。優勝者のみが卒業 とい う形

をとりま した。

司会  40会についてお聞かせ下 さい。    .
大塚  湘南 ロー ン、鎌倉 カン トリー を中心 に、

昭和 47年 か ら55年迄イ子なわれま した。40才以上

の会員 が対象です。40会 を始 めよ うとい う機運

があったのは、親睦会 の人数 が多 くなって、東

京支部 との交流 の場 として人数 をしば りこんだ

会 を作 る必要 があつたのです。40会 も年 を経 る

につれて人数 が増 え、現在は45会 に成長 して (

年令 を 5才 くり上 げて)海の見 える鎌倉 シーサ

イ ドで定着 してお ります。

司会  現在の45会は どんなで しょうか。

伊波 45会 も 280名 の参加者 を迎 え、 コー ト数

の多いクラブの御協 力 をお願 いす るとい う状態

にな りま した。(年 1回、親睦会 を行 なっていま

す。)

司会  千葉対抗戦 につ いてお願 い します。

大塚  関東地区で本部 か ら独立 したのは、東京、

神奈川、千葉の順番 で した。千葉 から、「親睦試

合はいかが ?」 と申 し出があって始 ま りま した

最初 は圧倒的 に勝 っていましたが、機会均等 と

い うことで (一度出た人はやめ、沢山の会員 に

出ていただ くよ うに)段々勝 った り負 けた りす

る様 にな りました。

草生 昨年 までは対千葉戦 とい うことで、 1年
お きに行 った り来た りしていま したが、千葉 は

関東の各県 と独 自に対抗戦 を幾つ も行 なってい

るので、スケジュールもとりに くくなって きま

した。関東各支部 との話 し合 いの結果、東京、

千葉、埼玉、茨城、神奈川で関東 5都県対抗 とい

うものが出来上 が り、今年はまず初 めての試み

で準備 も十分で きなかったので神奈川支部役員

でチームを作 り参加 しま した。ゆ くゆ くは、栃

木、群馬、山梨 も加 わ り、 1都 7県対抗 とい う

形 に発展 してい くのではないかと思 います。

司会  昭和 58年女子庭球連盟 は 日本女子庭球連

盟 として正式 に認 め られま した。関東庭球連盟

と並ぶ 日本庭球連盟直属 の組織 として大 きな団

体 として認 め られま した。

では次 に朝 日レデ ィースについてお聞かせ下 さ

大塚 朝 日新聞創刊 100年 を記念 して始 め られ

ま した。会員の団結のためにも意義の あるもの

だ と思 います。第 1回 は 3位、第 2回 か ら 3連

勝 して大 きなカップをいただ きました。第 5回 ―

3位、第 6回 の今年は 4度 目の優勝 とい う輝 か

しい成績 を納 めています。は じめの頃 はスポ ン

サーがよ くて恵 まれていましたが、 4回 目か ら

スポ ンサーがな くなって苦心 しま した。代表 も

一部 自己負担、会計 も赤字 になった りで、県の

協 力 で援 助 してい た だぃた りしま したが、 5

回か らエ ン トリーフィー を上 げて何 とかや りく

りしま した。今年 か らは朝 日生命のスポ ンサー

を得 て名称 も朝 日レデ ィーステニス大会 とな り

場所 は朝 日生命の久我山コー ト、 クレイコー ト

にな りました。

司会  最近 の朝 日レデ ィースの様子 をお話 し下

さい。

草生 第 5回 か ら予選会場 を 3つ に分 け、本牧

コー ト、桃浜 コー ト、横 山コー トで行 なってい

ます。 この予選で64組 を選 び出 し本戦 を行 な うv
よ うにな りま した。今年 は 449組のエ ン トリー

があ り参加者 も年々増 え、 7組に 1組が本戦入

りで きる割合で、代表 になるの も非常 に厳 しく

前 か ら云 われている様 に全国一の激戦地 となっ

てお ります。



司会  次 に54年 1こ 3ブロ ックに分 かれましたが、

そのい きさつ をお願 い します。

近藤 会員数 が増 え続 き、鎌 倉だけでは事務処

理 が大変 にな り、東京 もブロ ックに分 けてお り

ま したので神 奈川 も 3ブロ ックに分 けました。

ブロック 地  区
当日寺の

会員数

現在の

会員数

A 横 浜 193名 657名

B 横須賀線 199名 674名

C 東海道線 234名 689名

計2020名 となってお ります。 ブロ ックに分 かれ

る時 にく県支部 か ら各 ブロ ックに 10万円づつ

持参金 をお渡 しして、 あとは独立採算制 をとっ

ています。1000円 の会費の うち、本部へ 300円 、

県支音6へ 300円 、各 ブロ ックに 400円 とい う形

で納入す る事 になってお ります。

桑原 会費は入会金 1000円 ,会費1000円 です。

会員の増加で会費 も上 げないでや りくりしてお

ります。              r
司会  フェデ レー ションカップについてお聞 き

したいのですが。

伊波 43年 に女子連 がスター トした時 に、宮城

黎子 さん、畠中君代 さんが将来絶対 に日本で、

フェデ レー ションを開催 したい とい う夢 が実現

して56年 11月 、東急多摩川園 ラケ ッ トクラブで

行 なわれま した。

………フェデ レー ションカップ 日本開催 に際 し

ては、 日本の女子のテニス レベル を上 げる為 に

会員の寄付や大会運営 のお手伝 い等の協 力 をし

ました。組織 の力 も増 し、朝 日レデ ィースなど

全国規模 の トーナメ ン トに参加す ることなどに

よって、県支部 も力 をつ けて どん どん一人歩 き

がで きるよ うになって きました。 フェデ レー シ

ョンカップや朝 日レデ ィースに協 力 した事 など

によ り日本 テニス協会 60周年記念式で 日本学生

テニス連盟 と並ぶ連盟 として認 め られました。

会員 が増 えるに従 って、規約等 も見直 され、ス

ムーズな運営 をめ ざし役員 も新 しい人の参加 を

得て、合理的 な組織 にな りつつ あると思 ってい

ます。

司会  新 しい支部長 として伊波 さん を迎 え、テ

ニス講習会、審半1講習会 などが始め られま した

が、いかがで しょうか。

伊波  まず審判の方ですが、女子 テニスの レベ

ルを高 くす るために、 ルール を守 ること、マナ

― を良 くす ることの必要性 を考 え、各 クラブで

指導的立場 にある女子連の人達 を中心 に講習会

をや り、広報でニュース を末端 まで流す ことに

よって効果 をあげる事 に しま した。宮城静代 さ

んにマナー を主 に講習 をお願 い し、各 クラブ 1

名以上出席 とし、 3ブロ ックに分 けて年 1回 づ

つ 2年間行 ないま した。中川暢行氏 に審判指導

も加 えて 1回 お願い し、今年 も私 がペーパーテ

ス トなどを工夫 して行 ないました。セルフジャ

ッジ中心の試合 が多 くな り、ルール、マナーに

関心 を持つ人 が増 えて きて、よ くな りつつ ある

ことを喜 んでいます。

テニス講習会 については、テ レビなどでおな じ

みの本井満氏 とい う立派 な指導者 を得 て、 まず

ラケ ッ トの正 しい振 り方 を見ていただ きたいと

思 って始 めました。56年 から今年で 4回 目を迎

えました。本井 さんが神奈メ||は レベ ルが高 くて

も う教 える事 がない とおっ しゃいました とか。

司会  規約の改正 についてご説明願 います。

飯尾  ブロ ックに分 かれたことによ り生 まれま

した。先任者 か らの下案 があ り、 それ を引 き継

ぐ形 で整備 してい きました。テニス もどん どん

変 わってゆ く中でテニスブームで会員数 も増 え、

よ り大 きな組織 を必要 とす る気配 を感 じていま

した。明確 なお金 の管理 と人事 が大切 とい う事

で、事務 と決定機関 をはっ きりと分 ける事、役

員の人数 も多 くなるので、半数 を残 し、 2年毎

に交代 してい く事 を柱 にしました。行事 も増 え

ていろんな事態 に対応す るために、時 に応 じて

小委員会 を作 り、機動的 な働 きをしています。

新 しい名簿 を作 るにあた り、無制限だった休会

を 3年 を限度 に しました。

司会  コカ・コーラとのかかわ りあいについて。

自石  4回 の コカ・ コー ラ杯 か ら女子連 が かか

わ って きま した。 10万 円の協 賛 費 をいただ く事

で行 な って い ます が、 どん どん増 えて い く方 向

にあ り、女子連 と しては企 業 の トー ナ メ ン トに

振 り回 され る様 な こ とには な りた くない と自戒

してお ります。



伊波  その他韓国選手 との交流 もあ りました。

桑名杯 も全国規模 の ものに発展 してい くよ うで

す。支部 の皆様 には、女子連主催 の もの として

桑名杯 トーナメ ン ト(初級 )。  ブロ ック別 トー

ナメ ン ト単・複。上級 トーナメ ン ト単・複。武

石杯 トーナメ ン トが揃 いました。十分楽 しんで

参カロして下 さい。

司会  先輩 か らメ ッセージを一言づつ お願いい

た します。

武石  第一 に家庭、第二 にテニス、主婦のテニ

スであることをお忘 れな く。

近藤 御主人、御子様 を大切 に。 あまり夢 中 に

なり過 ぎないよ うに。

大塚 先輩の方々の積みあげて こられた伝統 を

大切 に して下 さい。

白石  家庭 とテニスを両立 される事 こそ大切で

す。何 か一つの事 に打 ち込 んで生 きる姿勢 は美

しいです。

間宮 テニスが終 った時、何 かも う一つの 自分

の ものが残 るよ うに。長い老後 も待 っています

よ。                      .
飯尾  女子連主催 の トーナメ ン トをより良いも

の にす る為 に、参加者、主催者の努力が欲 しい

と思 います。

伊波 役員はボ ランテ ィアとい うイメージを脱

していかなければな らないと思 います。若 い方

の時間の使 い方、エネルギーの配分の うまさに

感心 しています。

草生  役員 を経験 す る事で自己の向上のために

とて も勉 強 にな りま した。新 しい方、若 い方 に

どん どん参加 していただ きたい と思 います。

(※ S.59年 10月 、青砥 にて集録 )
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