
美浜町テニス協会力日盟クラブ員の皆様ヘ

2018福 井 しあわせ元気 国体成功 に向けて

協力していただける方の募集 (テ ニス競技運営)のお願いについて

皆様方におかれましては、ますますご健勝の事とお慶び申し上げます。

さて、現在、2018福 井しあわせ元気国体に向け、福井県テニス協会が

準備を行つていますが、大会の実施運営にむけては多くの皆様の協力がかか

せず、別紙お願いのとおり、各団体、クラブヘの推薦 と協力の依頼がきています。

美浜町テニス協会としましても、可能な範囲で協力をしていきたいと考えており

ますので、一読いただき、協力いただける方におかれましては、田中理事長か

私へご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。

大会への協力は期間中都合がつく日 (1日 でも)で可とのことです。
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協力いただきたい大会の 日程

・都市対抗福井大会 (プ レ国体の位置づけ) H29.7.21(金 )

。福井国体                H30.9.30(日 )
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10.3(水 )

なお、審判への協力については、審判員を取得 していなくても力量がある方なら

可能とのことです。審判員の資格については、 1日 講習を受ければとれますので、

希望のある方は受講案内を確認 してください。

～ 以上 ～

別紙

。福井県テニス協会からの協力のお願い

。C級公認審判員講習会受講者募集のお願い
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平成 28年 3月 吉 日

テニスクラブの皆様ヘ

2018福丼しあわせ元気国体成功に向けて
協力していただける方の推薦のお願い

当協会加盟クラブの皆様方におかれましては、ますますご健勝の事 とお慶び申し上げます。

さて、現在 2018福井 しあわせ元気国体にむけ、福井県テニス協会が準備を行ってお ります

が、各大会の実施運営に向けては福井県テニス協会カロ盟団体・各クラブの皆様の協力がかかせ

ません。一人一人の協力が大きな力にな りまう。

各団体・クラブにおきましては、会員の方に一声かけて委員の推薦 と協力をお願いして下さ

い。是非 ともお願いいたします。

都市対抗 日程 平成29年 7月 21日 (金 )～ 7月 23日 (日 )

福井国体日程 平成30年 9月 30日 (日 )～ 10月 3日 (水 )

集約 日程 都市対抗集約 4月 末

加盟クラブ等で集約 された用紙は各市町事務局宛 (要項集巻末参照)送付下さい。

※すでに委員となつている方は除いて下さい

※希望仕事内容は下記から選択し番号で記入下さい

福井県テニス協会集約  期限 5/7庶 務 :岡 田 mail:yutan@m01.vdue… net.neJp

T910-0026れ彗ブキTF)ヒ膨易3-10-7ヤスマク
゛
リーンテニスクラフ

゛
  TEL・ FAX:0776-25-2844

※データーで本様式が必要な方は、県 HPから取得下さい。
これからの、連絡・書類送付などに必要なので住所 。Lも記入下さい。

※メール添付で返 して頂けると、事務整理が助か ります。
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井県テニス協会

クラブ名 (記載者氏名) 住所 L(携 帯)/mail
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①大会運営一般業務 ②審判業務 ③どちらでも良い

氏名 住所 h(携帯) 希望仕事内容
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2016年 5月 15日

福井県各地域テニス協会の皆様
福井県テニス協会

国体競技委員会

審判委員長 柳瀬 民人

[公印略]

2016年度 (公益財団法人)日 本テニス協会公認
C級公認審判員講習会 受講者募集のお願い

拝啓 青葉の候益々ご健勝のこととお慶びもうしあげます。
日頃は、当協会諸行事に関し、ご協力賜り誠にありがとうございます。

さて、いよいよ2018年 に開催 されます 「第 73回福井国体」まであと2年 となりました。
昨年度までに、国体競技役員養成の活動結果として計 139名 の方が日本テニス協会公認
C級審判員になられましたが、実働出来る人数を考えると、まだまだ足 りない状況です。
本年度も福井国体競技役員 (審判員)の養成事業に取り組み、それに必要な事業経費

についても補助金を充実し助成 していく方針であります。

福井県テニス協会 。国体競技委員会としまして、この競技役員養成基本方針に賛同し、
ご理解頂ける方を幅広く募集 しご協力頂ければと考えており、表題の件、下記の通 りご案内
申し上げます。お忙 しいところ誠に恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
テニス愛好家の皆様一丸となって、福井国体を盛 り上げて行きましょう |!

敬具

記

日 時  2016年  7月 ｀17日 (日 )

午前 9:00～ 16:30

場 所  福井県産業情報センター (会議室A・ B)
〒9100296坂井市丸岡町熊堂第 3号 7番地 1-16
TEL : 0776-67-7414

講 師  大原泰次郎 氏 (オオハラタイシ
゛
ロウ)

国際テニス連盟公認審判員

日本テニス協会A級公認審判員

」TA審判委員会委員長・審判認定員

受講料  無料

諸連絡  ※受講者は、C級公認審判員資格の試験を行います。 (約 1時間)

※合格者は、福井国体の役員しとて登録されます。
※合格時には、登録料 「¥4,000」 が必要ですが、そのうちの

50%(¥2,000)は、県テニス協会が負担致します。
※ルールブック購入を希望される方は、1,500円 をご持参下さい。

※」TAの認定員が講師を務める講習会の為、既 C級審判取得者の方が

この講習会を受講された場合は、 2ポイン トを付与されます。

※昼食は、そのまま受講会場内で飲食可能です。但し、施設内の飲食店

は休 日休業ですので、昼食は持ち込みでお願いします。近隣には

飲食店はございませんのでご注意下さい。

※今年は、H月 27日 (日 )に も2回 目の講習会を予定してお ります。

受講希望の方は、別紙の 「受講申込書」 (Excel)に記入 して頂き、

メールに添付 して、審判委員会・柳瀬まで送信 して下さい。

e―mail:yanase_tp@ghe ttno ne.jp

※準備の都合上、 6月 30日 (木)必着を〆切とさせて頂きます。
ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたJます。
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C級公認

ふりがな
性男J 生年月 日

お名前 西暦

一丁

こ4EL所

連絡先
(携帯番号 )

勤務先

メールア ドレス
C級審判員
資格有無

ルールブック

購入

※

※

※ヽ

開催 日 :2016年 7月 17日 ※福井県HP にエクセルデータで有 ります

「性別・C級審判員資格有無・ルールブック購入」欄は、選択をして下さい。

記載事項、特にメールアドレスはこれからの連絡に使用致しますので正確にご記入下さ

頂いた個人情報は、国体、及び、審判活動以外には使用致しません。   |
福井県テニス協会

審判委員会
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