の良さ。そして何よりも高齢の方々が
溌剌としてプレーされている事です。
テニスは手軽で仲間作りも出来て、
正に最高の生涯スポーツなのです。

成長しなければ生き残れない
川添 宣吉
40 周年誠におめでとうございます。
その大半の時期を共に歩んだ会員と
して、今更ながら大変お世話になっ

喜寿からのテニス

テニス連盟は生活の一部
坂井 頼利

八木 佐代子

たと感謝の念を新たにしております。
例え足取りは牛歩でも、競争を通じて
成長して行きたいと思っております。

創立 40 周年おめでとうございます。私と

羽村テニス連盟に入会して 30 年余

成長→限界→限界突破→再成長と

連盟とのご縁は、S56 年にテニスサークル

りすっかり古株になってしまいました。

いう成長限界の原理プロセスに従っ

を立ち上げた時、連盟から指導者の派遣

入会当初は、この年齢までテニスをし

て伸び続けなければ、取り残されて

を受けてからなので 30 年になります。今

ているとは思ってもいませんでした。

会員として生きて行けないと危機意

は平日テニスの、テーマを設定した団体

ほんのすこしになってしまった先輩の

識を強くしているところであります。尚

練習とゲームを主体とした自由練習を楽

背中を追いかけて今日になりました。

一層のご指導をお願い申し上げます。

しんでいます。 これからも、どんな返球も

いつまでできるか判りませんが、年金

諦めずゲームに挑戦する心を維持できる

生活の一部となっているテニス生活

間は会員でありたいと思っていますので

が、一日でも永く続く事を祈っていま

宜しく。

す。健康が一番大切！近頃特に感じ

楽しくて
関 久美子
本日の一杯を美味しく頂く為に今、
足を動かし手を伸ばし軽量級の頭を

ます。

フル回転！！負けていじけず。同じ

あっという間の運動

一日一分でも長く笑っている方が幸

松崎 栄一

せ。そして元気であれ。皆様、元気で

40 周年おめでとうございます。

笑ってずっとテニスをして、美味しく

入会後お蔭様で健康な日々を送れてい

食べて飲んで幸せに・・

る事に感謝しています。

私からのお願いです。

健康には運動が欠かせない、その運動
が 「やらねばならぬ」 などと気負う事無

テニスは生涯スポーツ！
吾妻 真一

く出来てしまう事は大変ありがたい。 「あ

私とテニス
杉村 和子

の人にだけは負けたくない」 なんてムキ

創立 40 周年おめでとうございます。

入会して数十年です。テニスをし

になって試合をしていると、あっと言う間

羽村から引っ越して改めて羽村と羽

ていると言うだけで、見知らぬ土地

に終わってしまう。今後テニス連盟の隆盛

村市テニス連盟の良さを実感です。

に行ってもすぐに仲間が出来、友

を願うと共に自分も頑張りたい。

会費の安さ、回数の多さ、オムニコー

達にも巡り合いとてもすばらしいス

トになってテニス環境抜群。又羽村

ポーツだと思っています。近頃の平

には多摩川が流れ、桜が咲き、花見

日練習は男性が増え、女性の参加

や BBQ、仲間とイベント出来る条件

が少なくなったのがとても残念です。
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あちこち故障はありますが、のらりくらり

やり通しました。連盟はそんな魅

のではないかと自負しておりま

頑張って、もう少し続けていきたいと思

力的なテニスをやらせてくれる

す。50 周年記念には、齢 70 を過

っています。

ありがたい場です。もう暫くお世

ぎてしまいますが、それまでテニ

話になります。

スができるよう、健康でありたい

これからも宜しくお願いします

と思っています。

佐藤 美子

テニスから得るものは何か

連盟には永い間お世話になっていま
す。平日・土日と定期的にテニスが出

下田 正雄

来る。土日も団体練習をしてくださる。

私はテニスが好きです。２５年

本当にありがたいです。健康とレベルア

間連盟にお世話になっています。

ップの為続けたいです。下手なので足

テニスには多くの時間を費やし

を引っ張ってばかりですがこれからも宜
しくお願いします。

新しいコートになって
佐藤 金治
私は思い起すと、連盟におおか

逃避
逃亡者
創立 40 周年おめでとうございます。妻

なり、２、３日間、良く寝られま
すが、負けると弱点を探し、改善
に努めています。結果としては、

た２３年間お世話になっている

負けると強く成れるかも知れま

事になる。ついこの前のような気

せん。肉体的には厳しい歳になり、

がします。その間に、コートがオ

直ぐに疲れ、肉離れが長引き、手

ムニになったのがビッグニュー

加減しながらのテニスをすべき

スであろう。以前は、少しでもコ

と考えます。テニスを続けて良か

ートが濡れていると、管理人がダ

ったのは、多くの仲間が作れ、人

メと言って許可しなかった。悲し

生を語ったり、知識を得たり、運

い思いをしたものです。今は、雨

動できたりと、得るところが多い

さえ降っていなければできるの

ことです。

「お父さんはどうしてそんなに一生懸命

で大喜びです。新しい人も増えて、

テニスをするの？」

練習や指導も充実しているよう

俺 「足腰を鍛える健康の為だよ」

に思います。これからは楽しいテ

つぶやき 「本当は妻から逃避するのが

ニスを心がけましょう。

理由なんだ」

てきました。試合に勝つと嬉しく

15 年間のテニス連盟歴

テニスに感謝！

荒川 彰三
佐藤

雄三

私が羽村市テニス連盟に入会

入社（昭和４７年４月）と同時に

したのは、ちょうど創立 25 周年

テニス部に入り始めたので、私も「４

の記念誌を発行すると云う時で

０周年」！テニスはよく言う空気み

した。そして今回 40 周年記念、

たいなもの。悪い思い出などひとつ

あっと云う間の 15 年でした。こ

もなく、ただただ感謝、感謝です。 息

の間、総体のシニアの部でメダル

子３人もテニスをやったし。長男な

を戴くこともできました。また、

んぞ殆どやっていないのに同好会で

連盟の役員を仰せつかり、多少な

なく体育会のテニス部に入り４年間

りとも連盟の運営に協力できた
26
26

先輩からの一言
松田

実

「もっと前に出て攻めるテニスをし
な い と 試 合 に は 勝 てませ ん ！ 」
３０余年前、羽村硬式テニス会指
導部の先輩からの一言で、私のテ
ニスが変わり始めました。それま
で軟式の経験から後衛で繋ぐプレ

ースタイルでしたので、これは大きな
変化と興味をもたらしテニスに夢中に

おめでとう 40 周年

なるきっかけとなりました。その後、
私も指導部で活動させていただきまし

匿名
このたびは 40 周年おめでとうござ

たが、的を射た良き助言ができただろ います。前回の記念誌から 15 年。
うか？４０周年の節目に振り返って指 創立から約 3 分の 1 を活動させてい
導部の運営が脈々と続く事を願ってい ただきました。私もいつの間にか 15
ます。

あれから 30 年

歳も年をとりましたが、毎週コートで

E コートのベンチで思う事
守屋 雅晴

ません。すごいことだと思います。そ
の分、高齢化しているということなの

まだウッドラケットが主流だった頃、80

ですが…これからも諸先輩方のよう

歳代の小野・谷川両氏が新作の合金ラ

に、長くプレーしていければと思い

ケットで競う勇姿が先日の様に思い出さ

ます。

れます。又 20 年間ペアを組んでくれた
人格者の彼（今は沖縄で真黒になり活

羽村市テニス連盟創立 40 周年お
めでとうございます。私がテニスを
始めたのは、テニス連盟主催の初
心者講習がきっかけでした。沢山の
方々に混じり、初めてボールを打っ
た時の事を思い出します。必死で

創立４０周年に寄せて

動中）に思いをはせ、よく我慢してくれ

金井康郎・裕子・麻由美

たと感謝。自分は上達しなかったが、良

羽村市テニス連盟創立 40 周年お

きテニスフレンドに恵まれ、さくらの樹に

めでとうございます。私達夫婦はテ

囲まれたコートで老いたいです。これか

ニスを通じて知り合い、２９年が経ち

らのテニス連盟の御発展を祈ります。

ました。新婚生活を過ごした福岡で
テニスクラブに入り、テニス仲間を

テニスを通じて

泉 ひさ江

見かける顔ぶれはあまり変わってい

ボールを追いかけ汗をかき、とても
気持ちが良かった事を・・・。その後
連盟の一員になり沢山の人と出逢
い、楽しく充実した日々を過ごすこ
とが出来ました。これからも益々の
発展をお祈りいたします。

テニスと私

得る事が出来ました。２年後に娘麻
masa

山下 千鶴子

由美の出産。気がつけば麻由美は

出張族だった頃羽村は、ただ寝に帰

ラケットを握り、ボールを追いかけて

ってくるだけの場所で地域の事も何も

いました。再び転勤した先の新潟で

知ろうともしませんでした。そんな中、体

のテニスライフ。娘にも素敵なコー

を壊してリハビリ中に知ったテニス連盟

チとの出逢いがありました。私達は

に入会して早 7 年。何らかの「役」を仰

テニスを通じ多くの人と出逢い、楽

せつかり、それをこなす事で少しでも皆

しい思い出を作ってきました。今ま

さんや地域の「お役に立つのなら」との

でのテニスは私達が主体でした。し

思いです。テニスの方は現状維持が精

かし、こちらでは娘を通じて入れて

一杯で、身についてしまった変則的な

いただき、親子関係が逆転しました。

打ち方は、今更修正は効かず、あの練

これもステキな出来事のひとつです。

習は何だった？試合の時は相棒に感

私達家族は長い歴史のあるクラブ

謝。体力も衰えてきましたが今後は雄

で楽しい思い出を作っていけたらと

三さんと言う、疲れ知らずのおじさんが

思っています。皆さん、どうぞよろし

目標です。いつまでできるかな？

くお願い致します。
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創立 40 周年おめでとうございます。
私は連盟に加入して 10 年弱になり
ますが、入りたての頃は E コートの
ベンチで声をかけてもらうまで、1 日
中へばりついていました。そんな時
に優しく声をかけてくれた先輩、軟
式上がりの荒いテニスを指導してく
れた先輩、本当にありがとうござい
ました。これから先何十年も楽しく
続けていけるよう心身共に鍛えてい
こうと思います。

目標「70 歳までテニスを」
浅野 光男
テニスと出会って 25 年。いよいよリタイ
アの時期が近づき、テニスを週何日出
来るか期待ばかり膨らみ、後は故障と
の戦い。今の目標は「減量」と「70 歳ま

なスタイルですが同年代で構成さ

コートのテニス転用を陳情、翌年

れている面もあり、意外と競争心を

には成就。以来、育児と家事は

煽るようです。HP を充実させる事で

妻任せで、休日はテニス三昧。会

外部の加入を増やし、シニアグル

員が増え、コート外でも納涼・忘

ープを充実させましょう。

年会、合宿、初心者教室など言い

４０周年おめでとうございます

でのテニス」。この達成に向けて生活ス

渡辺 千代栄

尽くせぬ親交と思い出を重ねた
多くの人達も久しい。
‘00 年には、
憧れのロンドン Wimbledon 観戦
の夢も叶った。今後も、
“この素

タイルの変更を決意中。記念誌で宣言

羽村市テニス連盟に入会してから

して自らに強いプレッシャーをかけて大

30 年余になります。ここ数年は今年

晴らしき世界”を重ねていければ、

丈夫かな～。早朝テニス愛好家の皆さ

で終わりかなと思い乍ら、何とか続

“わが人生に悔いなし“と思うこ

ん、私の目標達成に絶大なるご協力

けてこられたのも皆様のお陰と感謝

の頃である。

を！！

しております。後何年出来るかわか
りませんが、現状維持を目標にやっ

テニスとの出会い

ていけたらと思っています。どうぞ
浦野 昌子

私がテニスを始めたのは中学の時、
「エースをねらえ」と白いスコートへの憧

宜しくお願いいたします。

出会いと感謝

れという単純な理由でした。テニスとの
出会いから数十年たった今、友達とテ

植田 みつよ
創立 40 周年おめでとうございます。

ニス旅行に行ったり、こうして連盟の練

私が連盟会員になって早 10 数年

習に参加しているのも中学、高校のテ

が経ちます。その間沢山の人と出

ニスがあったからで、かつ長く続けられ

会い、先輩の方々には指導して頂

るテニスの魅力だと思います。これから

いたり、又試合に出させてもらったり、

も出来る限りテニスを楽しんでいきたい

いろいろな経験をさせて頂きました。

です。

最近は会員のテニス年齢も高くなり、
70 歳を過ぎても頑張っている方が
沢山いらっしゃいます。私もいつま
でも健康で、元気でテニスが出来
たらと思っています。ありがとうござ
います。

山﨑 謙介
寺嶋 孝
リタイア後 2 年になりますが平日練習
を楽しんでいます。土日練習では味わ
えないアフターに食事、BBQ 等テニス
以外も楽しんでいます。勝ちに行く人、
気軽にボールを打つ人、各人さまざま

篠崎 福子
40 周年おめでとうございます。
テニスは子供のお友達のお母さん
達と始めたのがきっかけでした。連
盟に入った頃は上手な人ばかりで
入ったのが間違え！？～でも上手
になりたかったな～あれから 23 年、
今は健康で、これからも長く出来た

重ね続けたいテニスの思い出

平日練習

これからも続けたい

往年の名選手 K.ローズウォール、
M.コート夫人、B.キング夫人の
華麗なる人生に憧れ、テニスに熱
中した青春時代。その後‘73 年
に羽村に転居し、直ぐに加藤敏健
さんと共に富士見公園内バレー
28
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らいいな～と思っています。

Viva 熟年テニス
手戸 顕
定年後に暇にならないように始め
た平日テニス。60－70 歳代の実に
元気な熟年パワーの集まり。微かな
レベル UP への期待と豊富な話題。

笑いの中でも楽しむ健康テニス+真剣

平日練習の納会にて毎年ご披露さ

テニス。年相応に健忘症は進むも体力、 せて頂いています。今年９月で傘

楽しむテニスを

気力は向上中？今後も継続して楽しん

寿を迎えますが、米寿になるまでラ

でゆきたい。創立 40 周年！会長はじめ

ケットを握れればと思っていますが

創立から４０年、運営にご尽力戴

多くの諸先輩のご尽力で今テニスが出

どこまでいけるやら・・・。独身時代

いた歴代の役員の皆様に感謝申し

来る事に感謝です。

重いラケット振り回し、掌をマメだら

上げます。私は「楽しむテニスを」と

けにした一時期がありました。仕事

考えています。なかなか思い通りに

が忙しくなった以降、約４０年全くラ

いきませんが、少しでも技術が上が

ケットを握れず、仕事をリタイア出来

る事を目指して、出来る限り長くテ

連盟においては団体練習を主に参加

た１０年前から平日練習に参加させ

ニスを続けられるよう、やっていきた

させて頂いています。コーチの方は、も

て頂きました。コートが人工芝に改

いと思います。

ちろんいろいろな方に教えて頂きとても

修された上、連盟のご配慮により夏

ありがたく思っています。テニスの奥深

冬４ヶ月の空白も無くなりプレー環

さを知るにはまだまだ時間がかかります

境が格段に向上しました。この環境

が、少しずつ新たな面白さや難しさを追

向上に尽力された方々に感謝する

２５年誌の原稿を書いてから、早

求していけたらと思います。そして最も

と共に皆でこの環境保持に努力い

いもので１５年も経っていることに軽

苦手としている試合形式での気持ちの

たしましょう。連盟の球友の皆さん

く衝撃を受けているのは私だけでし

持ち方、前衛の動きを身につけたいで

宜しくご指導の程を！

ょうか。確かあの頃は結婚したてで。

創立４０周年を祝して
七搦 里麻子

八木 眞介

孫の代まで
奈良 陽子

す。

先輩に感謝
佐藤 文男
羽村市テニス連盟創立 40 周年おめ
でとうございます。連盟が 40 歳としたら
昨年秋に加盟した私など、まだ 1 歳にも

そして息子が産まれてから今に至る

満たない赤ん坊です。こんな私がテニ

まで、テニスを続けられているのは

スを楽しませていただけるのも、歴代諸

創立４０周年に寄せて

しております。私にとって連盟での

先輩の努力と継続のおかげと感謝して
おります。連盟の更なる発展を願うと共
に、40 年の歳月を乗り越えた偉業にお
祝いを申し上げます。

平日練習を盛り上げよう
木住野 信夫
私の健康法それは畑仕事とテニスで
す。まず１５０坪の家庭菜園をシャベル
１本で耕して足腰を鍛え、テニスで瞬発
力を鍛える事ができます。自動車の高

連盟の方々のお陰だと心から感謝

竹永 美恵子

テニスは生活の一部。あと何十年

改めて考えてみると、私も４０年の

後かには息子が書いているか

半分は在籍している事になりますが

も？！孫に続くくらいまでテニスを

テニス連盟は、世代を超えた色々

続けていきたいものです。

な方々との交流や繋がりをもたらし
てくれました。今やそれは財産の一
つになっています。「絆」が叫ばれ

創立４０周年に寄せて
竹原 佳杏

ている今日だからこそ地域サークル

記念すべき４０周年おめでとうござ

の良さをもっと見直してもらいたいも

います。羽村の連盟にお世話にな

のだと思っています。

って早２４年・・・自分なりに良く続け

齢者講習で動体視力が高校生並みと

てこられたものだと思います。今後

褒められました。家庭菜園での成果は

も健康の為に、ゆっくり楽しんでい
29
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けたらと考えております。ありがとうござ

社の上司である鈴木さんに誘って

明るく・楽しく元気で歳を重ねてい

いました。羽村市テニス連盟の益々の

頂いた事と、皆様が受け入れて下

けたらいいなと思っています。

ご発展をお祈りいたしております。

さったおかげです。本当にありがと

これからも頑張ります
須藤 澄江
以前読んだ雑誌にこのような事が書
いてありました。「あなたのペアはあなた
の為に、一生懸命走りボールを追ってく
れる、ミスを責めてはいけない」当たり前

うございます！入って間もないのに
試合等に出させて頂けて色々な経

張りたいと思います。

有村 巌

験が出来ました。試合で結果が残

創立４０周年おめでとうございます。

せるように基礎練習を怠らないよう

先月、２０数年ぶりに出戻り入部し

努力したいと思います。

たばかりですが、ビックリしたのは昔

いつもテニスを楽しめる場所

のことですがハッとします。ペアを責め
ず、少しでも自分の向上を目指して頑

２０数年ぶりの出戻り入部

松井 正好

懐かしい面々が未だ健在であるの
と、皆さんに温かく迎えていただい
たのには驚きました。１ヶ月しか経

現在勤めている会社に入って３０

過していませんが、ずっと昔から一

年、記憶が定かではありませんが、

緒にプレーしている錯覚を起こすく

羽村市テニス連盟に入って２０年超

らい楽しい時間をすごさせて頂き感

になります。入った当時から振り返

謝しています。次回４５周年、５０周

ると、富士見公園に集まる顔ぶれも

年を迎えられる事を夢見て、健康に

ずいぶん変わりましたが、一貫して

留意し頑張りますので今後とも宜し

変わらないのは、いつ行ってもテニ

くお願いいたします。

スを楽しめることでしょうか。ここ何
年か予約部や大会実行委員等を
経験させて頂きましたが、テニス連

連盟に感謝

盟をきちんと機能させる為に役割に
秋山 江里

当った方々がそれぞれ真摯に取り

私は１９９９年の７月から連盟に入れて

組んでいらっしゃるおかげで、テニ

頂きました。その年の４月に主人の転勤

スを楽しめるのだとあらためて感謝

に伴ってここ羽村に引っ越して来たの

する次第です。富士見公園に行け

ですが、知人もいなくて日々悶々として

ばテニスを楽しめるということを広く

私自身連盟に入会して１５年弱。

いました、とにかく家から出たい一心で

知って頂いて、これから仲間が増え

４０年も続いているなんてすごいで

平日練習をしていた皆さんのところに行

れば言う事なしです。

すね。遊び、ストレス解消なんて軽

き「入りたいのですが・・・」と勇気を振り
絞ってお願いしました。まさかこれ程テ

祝創立４０周年
伊東 百合

い気持ちで始めたテニスですが、

テニスのおかげ

だんだんのめりこみ、ストロークが打

ニスにはまるとは思ってもいませんでし

岡崎 久枝

てない、スマッシュが打てない、

たが、現在元気にいられるのは、あの

４０周年おめでとうございます。

次々課題が増えて今はテニスが一

時快く入れていただいたおかげだと感

私が入会させて頂いてから早２０年

番のストレスになってしまいました。

謝しています。

＜健康だからテニスが出来る＞＜

平日は私を含め高齢化の波が押し

テニスをしているから健康でいられ

寄せていますが、皆さんとても元気

る＞遅ればせながら、時間的にも

で溌剌としています。テニスがきっと

余裕が出来て今が一番テニスを楽

若さの秘訣なのでしょうね。こんな

この度は創立４０周年おめでとうござ

しめている気がします。テニスを通

素晴らしい活動の場所を与えて頂

います！私が連盟に入会できたのは会

じての友人にも恵まれ、これからも

ける連盟に感謝です。会長をはじ

４０周年の抱負
椎野 晴子
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め長い間尽力を惜しまず連盟を支えて
こられた指導者、関係者の方々本当に

４０周年に向けて

習や色々試合にも参加させて頂き、

久保田 政子

テニスの出来る機会、時間が格段

４０周年おめでとうございます。

に増えました。皆様のおかげでより

ありがとうございます。

運とタイミング

が、連盟に入ってからは土日の練

私はまだ入会して８年ですが、伝統

テニスが楽しくなり、上手くなりたい

あるテニス連盟でプレーできる事を

と思う気持ちも強くなりました。４０年

今から２０年前、現顧問の村田氏との

ありがたく思っています。一番の思

の中、新参者ですがこれからも宜し

ペアで、瑞穂オープンに優勝という幸

い出は連盟杯女子 B で優勝できた

くお願いいたします。

運に恵まれました。その頃の常勝は名

ことです。いつか A でも活躍できる

だたる瑞穂の若手のバリバリの人達で

よう努力します。上級者の方からア

したがそれが何故？齢１００歳超のペア

ドバイスされた事を出来るよう練習

の我らに？種を明かせば、その若手の

を重ね、生涯テニスを楽しみたいと

仲間の結婚式が有ってそれに出席と言

思います。

鈴木 泰夫

う超ラッキーが重なり、鬼の居ぬま
に・・・油揚げをさらった訳です。翌年一
回戦敗退（これが実力？）何とも運とタ

札幌で習ったテニス

イミングが良かった事を、つくづく実感
岸浪 芳子

しました。

夫の転勤で札幌へ、不安で着い

テニスを楽しむ

た北国は四月の初め。スパイクタイ
宿谷 哲

テニス仲間と

ヤで削られた道路、昔は馬糞風と
藤田 恵利子

創立４０周年おめでとうございます。入

言われた土埃、周りの雪が融け、一

会当時、高校生であった私は、連盟の

連盟に入ってかれこれ２０年程度

斉に新緑が芽吹く頃町全体が活気

活動で多くの会員の方と接し、テニスを

でしょうか？テニスが楽しく、あきっ

付きスポーツの季節になります。子

通じて成長していく事が出来ました。対

ぽい私が良く続けて来れたな～と

連れ同士の社宅の夫人達と始めた

外試合にも出場させて頂き、いい結果

考えていました。自分の周りに居る

テニスは「ばん渓テニスコート」、以

を出せず悩んでばかりですが、いつか

仲間、友達に恵まれたからこそ続け

来６年過ぎ東京に帰って羽村に落

納得のいく結果が出せるよう日々努力

てこられたと思っています。今は週

ちついたのが１９８１年、早速連盟

しています。テニスを続けていく中で、

末しか出来なく、それも仕事が終わ

にお世話になりました、又時間が出

多くの人がテニスを楽しめる環境はとて

ってから・・・それでもコートに行くと

来ましたらご一緒できる日を楽しみ

も大切な場だと思います。羽村市テニ

仲間達がいてプレーが出来る幸せ。 にしています。宜しくお願いします。

ス連盟の飛躍を期待し、テニスを楽しめ

これからあと何年出来るか分からな

るよう今後の活動にも努力していきたい

いけど皆と楽しくテニス続けられれ

と思います。

ばいいな～と思っています。

青春を謳歌したテニス
岸浪 一正
腰が痛い、足が痺れる、息が切

創立４０周年おめでとう
田村 恵子

れる、なんてまるで無かった１８歳か
ら２４歳頃までは青春真っ只中、コ

私は羽村テニス連盟に加入させ

ートに行けるのは日曜日だけ、津田

て頂いて４年になります。それまで

沼にあるエバグリーンテニスコート

も別の場所でテニスはしていました

には朝から夕方まで練習を重ね、コ
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ーチの指導厳しく体力勝負でした。
当時は大会に良く出ていましたが限
度は千葉県大会のベスト８迄、でも充実
した良い思い出でした。羽村の連盟は

勤しんでいます。今後もご指導よろ

けて頂き入会したのが、私と連盟と

しくお願い致します。

の出会いです。何も分からず、ただ
テニスが好きで週末コートに通いま

テニスと共に

した。多くの方に様々な形で「優し

昭和５１年から今日まで、息が途切れる

平山 裕子

い心」を頂きました。以来ずっと追

私とテニスの出会いは 30 年余り。

い続けている 1 球を次第に生きた 1

家族、子供の成長と共に歩んでき

球で返球できるようになった時、コ

ました。その間に出来た仲間と一緒

ートに行けばテニスが出来る幸せを

に汗を流し一緒に歳を重ねて・・・。

想った時、いつも「感謝」の二文字

私がテニスを始めたのは中学生の時で

いつまでもみんな健康で、その歳な

が浮かびます。これからも真摯に、

１０年位になります。今ではテニススクー

りの「テニス」を楽しんでいければと

そして楽しく連盟での大切な時間を

ルに通いながら、連盟の平日練習にも

思っています。連盟創立 40 周年お

過ごしたいと思います。

参加し、週３回テニスが出来る環境で

めでとうございます。

までラケットを持っていたいものです。

平日練習にて
島崎 晃行

す。平日練習では大先輩方に混じりな
がら、楽しくテニスが出来大変感謝して

最近思う事
山本 俊明

います。これからもテニスは一生続けて

創立 40 周年を迎えるに当りお祝

いきたいと思います。

い申し上げます。私も連盟に加入し
てから３０年になろうかと思います。

創立４０周年に寄せて

あまり昔の事で正確には覚えており
ません。最近の連盟の状況を見ると

平野 令子
創立４０周年と言う事ですが、早いもの

新米会員のつぶやき

で私はその内の 3/4 在籍しています。

道佛 晶子

昔一生懸命指導して頂いた方がい
なくなり、それに伴い会員数も漸減

その間沢山の方々と知り合い、お世話

大学以来テニスラケットを握るの

しているようで寂しい事です。又最

になり、思い出も数えきれません。当初

は３０年ぶりでした。息子と共に会

近は平日に連盟以外の練習会をプ

からの念願だった立派なオムニコートに

長の人物評価試験（人柄と協調

ロ？コーチをお願いして行っている

もなり、今後の連盟の発展を祈ります。

性？）に無事合格し５月より練習さ

グループや、テニスコートを１面借り

皆が楽しく過ごせる場であります様に。

せて頂いております。男性とストロ

てゲームを楽しんでいる方々も多く

私も細く長くテニスを続けて行きたいと

ークが出来たり、自由なテニス連盟

見られ熱心に練習しているなあと感

思っています。

なので楽しいです。数年後もテニス

心しています。私も土日が参加でき

創立４０周年を祝して

を愛し、私の人生を豊かにしてくれ

ない時は平日練習に参加させても

るものと確信しています。ケガや病

らって楽しんでおります。今後も皆

気にならないよう健康管理して、多

さんには宜しくお願いします。

榎本 茂
テニス連盟が４０周年を迎えられた
事をお慶び申し上げます。更なるご発

くの人々との出会いを大切にしたい
と思っております。

展を祈願いたします。私は今年の４月
から連盟に加入したばかりですが、練

たしかなこと♪

習（火木）には諸先輩方から温かく受け

野村 美保子

入れて頂きありがとうございました。年齢

創立 40 周年おめでとうございま

的に技術的な伸びはもう望めませんの

す。スポセンでの講習で、当時指導

で、仲間との和と健康の為にと練習に

員をされていた連盟の方に声をか
32

32

連盟への思いを 180 字で書けって
言われてもそれはムリですよ！
鈴木 優輝
私がテニス連盟に入会したのは 25
周年記念誌が発行された 15 年前でし

よかったなあと常々感じています。

て下さる方た ちがそ こに い るから

中々上達しない私ですが、連盟が

（感謝！）。 中高年の皆さん、今の

50 周年を迎えられる頃にはもう少し

過ごし方が高齢期の生活の質を向

上手くなっていればと思います。こ

上させるのにとても大切な時期だそ

れからも宜しくお願いします。

うですよ。健康第一。そして、ネバ

た。入会当時の私はまだシャイな BOY

ーギブアップ！事務局をなんとか

だったのですが、同年代の友人が多か

運営出来ているのは、皆さまの協

った為、数々の「大人の洗礼」を受けな

力あってのこと。そして前任の方た

がらも溶け込むことが出来ました。“あれ

ちの土台作りがあってこそ！です。

から 40 年”いや 15 年経ちましたが、昔

今までありがとう！そしてこれからも

ピンピン今ペンペン、おしっこチョロチョ

皆様の協力＆提案、よろしくお願い
します。

ロとはならずに未だに元気にテニスが
出来ています。これも全て毎週テニスが

更なる飛躍へ

出来る機会を提供してくれる連盟と言う

テニスは楽しいな！
秋本 正人

組織と気の置けない会員の皆様のおか

創立 40 周年おめでとうございます。

げと感謝しております。この歳になって

これも歴代会長、役員の指導力及

利害関係の無い友人のありがたさが身
に染みております。こんなありがたい環

び部員の協力によるものと思います。 ッカー、ソフトボールをしていま
したが、生涯スポーツとして「テ
皆さん強いテニス、楽しいテニスを

境を与えてくれる連盟に感謝し、恩返し

目指し日々色々な練習に取り組ん

ニス」を選択しました。あと数年

をする為、今後も出来る限りの貢献をし

でいることと思います。私はきつい

すると、平日練習の仲間入りとな

て行こうと考えています。その上でこれ
まで以上に開かれ、活性化された連盟

試合に体力がついていかないので、 ります。この先も健康に留意し、
元気で楽しくテニスをしていけれ
楽しいテニスを目指しています。部

を目指し、精一杯の努力をしてまいりま

員の皆さんと楽しいテニスを今後一

ばと思っています。皆さま、よろ

すので、清き一票をお願い致します。

緒に出来ればと日々老練のテニス

しくお願いします。

を磨いています。飛躍できるよう努

出会い

山下 博彦
テニスを始める前は、野球、サ

力し、それが皆さんの一助になれ
ばと思っています。更なる連盟の発

西村 まり
連盟の練習に飛び入り参加した

展を祈っています。

のは学生の頃でした。その 10 数年

中高年の仲間入り
綿貫 智子

後、都内のコートでたまたま声をか
けて下さった方が連盟の会員という

聞けばなんと恐ろしくも世間で「中

ご縁で入会しました。最近の時代の

高年」とひとくくりの 50 代に足を突っ

流れの速さ、大きさは驚くべきもの

込んでしまった。10 年前には同年

です。その中で変わることなく、い

代の人がたくさんいた。 今はテニ

つでもテニスを通じて楽しい時を共

創立 40 周年おめでとうございます。こ

スの優先順位が変わったのかほん

有できる連盟との出会いに感謝で

の長い歴史を作ってきたのは、歴代役

とに少ないのは淋しいですね。 満

す。テニスから離れている今でも連

員や皆様の大変なご尽力があっての事

身 創痍の自分に言 い訳が増えな

盟の方とお話しするたびにあの頃

と思います。入会してから 2 年程経ちま

がらも、何とか私がテニスコートに足

を思い、近い将来又練習会に出か

すが、良い雰囲気のクラブで入会して

が向いているのは一緒にテニスをし

けてみたいと思っています。

創立 40 周年を祝して
花原 靖章
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