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令和２年６月２日 

川口市テニス協会 

会員 クラブ代表 各位 

川口市テニス協会 

会長代行 齊藤 光司 

令和 2年度(2020 年度) 川口市テニス協会総会（書面評決）のご案内 

 平素より川口市テニス協会の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて本会では、例年この時期に定期総会を開催しておりますが、５月２６日まで緊急事

態宣言下であり、新型コロナウイルス感染拡大防止という観点から、今年度の総会は、会

則第 18 条に「会議の構成員は書面又は代理人に委任することにより議決に参加することが

できる」という書面評決の項目を追記いたしましたので、ご承認いただいた上での書面評

決を行うことといたしました。 

つきましては別紙の総会資料をご拝読の上、書面評決書をご作成いただき、お手数です

が書面評決書にある送付先までメール、ＦＡＸ又は郵送にてご提出いただくことで総会に

代えさせていただきます。今年度より、事務局の住所、連絡先がグリーンテニスプラザ内

から変更となりましたのでご注意願います。（下記参照）

 議案につきましては、ご提出いただいた書面評決書のうち、賛成が過半数の場合に可決

とさせていただき、後日改めて評決結果をＨＰにて発表させて頂きます。 

また、令和２年度（2020 年度）の事業計画及び予算に関しましては、昨年度に準じての

案となっております。すでに春季レディース大会、協会杯ダブルス大会等を中止とさせて

いただきましたが、今後の状況の変化にも柔軟かつスピード感をもって適切に対応し協会

の運営を行ってまいりますので、会員の皆様のご理解、ご協力を、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

★ 事務局 住所：〒332-0028 川口市宮町８－９（変更になりました） 

      連絡先携帯電話：０９０－６９５６－１７１９（変更ございません） 

      大会用携帯電話：０９０－２６５９－３１２２（変更ございません） 

     ※電話に出られないときは折り返しご連絡させていただきますので、留守番電

話にメッセージをお願いいたします。 

      FAX 専用：０４８－２２６－１２３４（変更になりました） 

      メールアドレス：info@tennis-kawaguchi.com（変更ございません） 
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書面評決書 

 令和２年度（2020 年度）川口市テニス協会総会（書面評決）について、次の通り議決に

関する権限を行使いたします。 

 各議案に関して、（   ）の中に○印を記してください。 

（   ）１ 議長に委任する 

（   ）２ 各議案に対して「賛成」「反対」のどちらかに○印を記して 

議決する 

2 の場合 

第 1号議案   2019 年度事業報告及び大会結果      賛成 ・ 反対 

第 2号議案   2019 年度決算報告（同 監査報告）    賛成 ・ 反対 

第 3号議案   令和 2年度事業計画(案)及び予算(案)     賛成 ・ 反対 

第 4号議案   会則一部追記の件（書面評決の項目）    賛成 ・ 反対 

反対意見等ございましたらお書きください。 

令和２年  月   日 

チーム名  ： 

代表者氏名 ：  

締 切 令和 2年(2020 年)6 月 10 日（水）必着 

送付先 事務局 メールアドレス info@tennis-kawaguchi.com 

    住 所 〒332-0028 川口市宮町８－９ 

川口市テニス協会事務局       

    ＦＡＸ専用番号 ０４８－２２６－１２３４                     
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令和 2年度(2020 年度)川口市テニス協会総会 

川口市テニス協会 

会長代行 齊藤 光司 

資料の確認 

 令和 2年度(2020 年度) 川口市テニス協会総会（書面評決）のご案内 ① 

 書面評決書                       ② 

 令和 2年度（2020 年度）川口市テニス協会総会      ③④⑤ 

 令和 2年度（2020 年度）川口市テニス協会登録チーム一覧 ⑥ 

 2019 年度 川口市テニス協会決算報告書（同監査報告書） ⑦～⑪ 

 令和 2年度（2020 年度）川口市テニス協会事業計画（案） ⑫ 

 令和 2年度（2020 年度）川口市テニス協会予算（案）   ⑬～⑯ 

 川口市テニス協会会則                   ⑰～⑲ 

 2019 年度決算の総括と令和２年度の予算案について    ⑳ 

＊＊＊＊＊ 式 次 第 ＊＊＊＊＊ 

1. 総会出席者数の確認 

2. 挨拶と報告 

3. 議題 

第 1号議案   2019 年度事業報告及び大会結果        

第 2 号議案   2019 年度決算報告（同 監査報告） 

第 3号議案   令和 2年度事業計画(案)及び予算(案)  

第 4 号議案   会則一部追記の件（書面評決の項目） 

4. 閉会 



④

1. 総会出席数の確認 

書面評決書のご提出をもって出席とさせて頂きます。議案の可否につきましては、ご提

出頂いた書面評決書のうち、賛成が過半数の場合に可決とさせて頂き、後日改めてＨＰに

て議決結果を掲載させて頂きます。 

2. 挨拶と報告 

 日頃より川口市テニス協会の運営にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

この度は冒頭に申し上げました様に、コロナ禍による非常事態宣言下であり、書面評決

という形式での総会の開催となりました。本来ならば、皆様に一年間のご協力に対して、

直接お会いして感謝を申し上げなければならないところですが、書面にて御礼を申し上げ

る次第です。 

さて、今回は報告事項といたしまして以下の３点をお伝えさせていただきます。 

（１）テニス協会ホームページの設置とその費用について 

2017 年より事務局にいて、IT 関連 HP を設置及びその稼働をしておりますが、設置費用

が未払いとなっており、その精算を次年度の予算案に計上させていただきました。理由は、

2017 年に現在利用しているホームページを作成いたしましたが、その費用につきましては、

￥120,000-を 2018 年に支払い済みとしておりました。2020 年度より、新たに会員の皆様に

より快適な環境にて HPを閲覧していただくため、外部の専門業者に入っていただくことと

いたしました。そのため、2017 年度作成の HPにつきまして、支払い証明等を含め、行政書

士にも入っていただき、理事会で検討を重ねた結果、支払い証明額￥526,000-の残額

￥406,000-を支払うことといたしました。今後、新たに外部委託を行うことにより、これ

まで以上に HPの活用を進め、大会の申し込み等も円滑化し、会員の皆様のメリットにつな

がると考えております。令和 2 年度（2020 年）の予算案に計上してあり、⑳ページの会計

からの報告で詳細についてはお示しをいたしましたのでご確認をお願いいたします。 

（２）製氷機の設置（青木町公園庭球場クラブハウス内）について 

令和元年度の総会で、クラブ代表者の方々から『繰越金（約 840 万円）の使い道を示し

て欲しい』というご意見を頂戴いたしました。そこで昨年度の理事会では、各理事から様々

なアイデアを募り、話し合いを重ねました。その中で、近年の夏の暑さ対策に向けて、青

木町公園庭球場クラブハウス内に製氷機を設置し、熱中症対策や応急処置、アイシングに

活用できるようにしてはどうかとの意見がありました。川口市スポーツ協会や青木町公園

管理事務所とも話し合いを重ね、ご協力をいただいた結果、クラブハウス内１階に製氷機

を設置させていただくこととなりました。これは、テニス協会からスポーツ協会への寄付

行為(寄贈)として扱っていただいております。テニス協会員の皆様のご活用のみならず、

青木町公園を利用されるすべての方々にもご利用していただけるものです。 



⑤

ただし、この製氷機はあくまでも応急処置や熱中症対策として、冷却用限定として設置

したものであり、飲料用として使用するものではありません。衛生上の安全対策に十分配

慮することで使用許可が得られておりますので、公衆衛生上の注意に配慮しながら青木町

公園利用者のご利用を願うものであります。会員のみなさまも管理事務所、クラブハウス

職員の指導に従い、冷却用に限ってご活用くださいますようお願いいたします。 

なお、費用等につきましては、決算報告書⑩ページの決算報告書支出の部・繰越金還元・

製氷機覧をご参照ください。繰越金は、皆様の会費から蓄積されたものですので、今後も

会員の皆様にご活用していただけるものや、テニス協会の更なる発展に寄与する使い方を

行ってまいります。もしご要望等がございましたら、事務局までご意見をお寄せください。 

（３）コロナウイルス対応に向けた今後の課題 

４月７日の緊急事態宣言を受け、全国的な運動施設等の閉鎖、外出自粛等が求められま

した。テニス協会でもジュニア（普及・強化）事業の臨時休講、一般大会の中止などが余

儀なくされました。緊急事態宣言は解除されましたが、今までと同じような形式での事業

実施は難しいと思われます。今後発表される情報をもとに、新しい生活様式・大会運営を

構築し、皆様方のご健康と安全に十分配慮した上で協会運営・大会運営を行ってまいりま

すので、今後ともご理解、ご協力の程お願い致します。今後ＨＰにて、定期的に状況等を

お知らせいたしますのでご確認ください。 

3. 議題 

第 1号議案   2019 年度事業報告及び大会結果        

事業報告及び大会結果はＨＰに掲載しておりますので割愛させて頂きます 

第 2号議案   2019 年度決算報告（同 監査報告） 

添付資料 ⑦～⑪をご確認ください 

第 3号議案   令和 2年度事業計画(案)及び予算(案) 

添付資料 ⑫～⑯をご確認ください  

第 4 号議案   会則一部追記の件（書面評決） 

添付資料 ⑰～⑲をご確認ください。 

川口市テニス協会会則第 18 条へ下記の項目を追加する。 

第 18 条 会議の構成員は書面又は代理人に委任することにより議決に参加すること

ができる。 

4.閉会 

以上をもちまして、今年度の総会の報告事項や議案とさせていただきます。ご審議いた

だき、書面評決書のご提出をお願いいたします。今年度もテニス協会へのご協力をよろし

くお願い申し上げます。 


