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“心に残る亡宮城黎子女史“ 

支部長 勢濃 敏子 

 昨年６月１日に日本テニス界でご活躍されま

した宮城黎子様がご永眠なされました。いつも

凛とした態度と大きな声でのご挨拶は心に残っ

ております。 

ご自身の著書「宮城黎子の日本テニス史」を

本部より頂戴し、拝見し本当にテニス界、女子

連発足の事等克明に書かれてあり感動を受けま

した。 

暖かさに誘われて、新しい行事が始まります。 

ここ数年地球温暖化によってか降雪量が年々

少なくなって逆に太陽を浴びる日が続いてうれ

しいことなのか、もっと自然の大切さを考える

べきではないかとも考えております。 

２期目に入り、緊張の糸を緩めることなく、

会員の方々のお言葉に耳を傾け充実した支部活

動に励みますので、宜しくお願い申し上げます。



全国レディース決勝大会に出場して 

毛呂 博美（大林ＴＳ） 

今大会より県予選も３セットの試合となり、それが

スロースターターな私達に幸いしたのかどうにか勝ち

進み、初めて全国大会に出場することができました。 

決勝大会では、レセプションや開会式での華やかな会

場の雰囲気と団体戦の緊張感を肌で感じ、まさに夢の

舞台に立ったのだと感動しました。 

試合では「当たって砕けろ！」という気持ちで臨んだ

せいか不思議なほど緊張もなくボールに集中すること

ができました。ペアで声を掛け合い、相手のミスも重

なって、リードしていたのに逆転され、結局５－７、

６－７で負けてしまいました。あともう一歩！勝つこ

との難しさを実感し、「来年もここに来てリベンジし

よう！」と山木さんと誓いました。相手より一球でも

多く返すという強い気持ち、積極的に攻めていくこと

の大切さを感じました。今回、全国大会という大きな

舞台で貴重な経験ができたのも、一緒にコートを走り

回り、スマッシュを決めてくれた山木さんはじめ、沢

山の方々のおかげです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆がいる。ひとつになるって･･･ 

得地 美津子（南砺市ＴＡ） 

 ７年ぶりの北信越レディース。緊張と喜び・久しぶ

りの大会でした。勿論勝負がついてきます。自分自身

の思い。ペアとの関わり。皆との関わり。そんな中か

ら初めて参加できた頃より新たな思いを感じました。

今年度は富山県主催であり、会場設営、試合進行、夜

の余興、そこにむけての諸準備等、皆さんが善い大会

にしたいとの陰の働きを感じました。私自身、選手宣

誓をさせてもらい、失敗し再度挑戦！なんてひとコマ

もありました。皆がいてくれたからできたことだと思

います。 

ひとつになれる喜び、なれな

い寂しさ。皆がいてくれる安

心、いない寂しさ。毎日の生

活の中でのテニス、テニスの

中での生活。これらの中から

もっと高揚して感じられる様

になれたらと思いました。 

ピンクリボン全国大会に出場して 

植田 かをり（グリーンＴＣ） 

対戦相手の広島代表は両サイド共に左利き。苦手意

識のある左利きが２人。どうしよう。混乱したままゲ

ームに入り、リターンすらうまく返らない自分達に動

揺しミスを連発。あっという間に０－６。そこで宇野

さんに「私たちは打ってなんぼ！しっかりボールを見

て打ち切ろう！」と話し、３ゲーム連取。しかし、後

が続かず敗戦。あまりの情けない内容に落ち込みため

息ばかり。「コンソレがあるから食事をとって。身体

冷やしたらいかんよ」黒越さんに促されるまで食事も

せずに他の試合を見ていました。ダメだ、子供と一緒。

何をやってんだろうと反省。コンソレではしっかり打

つ事に徹しベスト８。広島戦の私達とは雲泥の差でし

た。少し成長出来たかな。それから黒越さん、田子さ

ん何から何まで本当にお世話になりました。応援して

下さった皆さんありがとうございました。 

 

2008年を振り返って 

福田 佑子・高見 ゆかり（ステップ） 

 私たちがペアになって２年。なかなか成果を出せず、

苦しんだ日々。悔しい思いをしたことも…。そんな
悩みの多い中、上級者の方に、励ましの言葉をかけて

いただいたこともありました。それから、２人の目指

す方向が間違っていないと自信がつき、やっと種から

芽が出た２００８年。ドリーム優勝の後、河野コーチ

はじめ、ステップの皆さんに祝賀会まで開いていただ

き、とても嬉しく感激しました。こんな思いができる

のも、常に厚いご指導を下さるコーチと、いつも一

緒に練習してくださる 

皆さんのおかげです。 

土の中から地表に出た芽

にまた、光と水と栄養を

与えていかなければ、と

心を新たに２００９年の

活動を開始しています。 

 

女子連に参加して 

榎本 千里（パレス） 

フレンズテニス大会に初めてエントリーしてから、

無謀にも１年間あらゆる大会に参加させてもらいまし

た。初めは、軽い気持ちで参加したのですが、レベル

の違いにがく然とし、いっぱい悔しい思いをし、恐る

べし女子連って感じでした。でも、この１年はとても

充実していたなぁ。とても良いパートナーにも出会え

たし、テニスが今まで以上に楽しくなりました。大会

に参加することを勧めてくれたコーチ陣にも感謝です。

もっともっと練習して、この次は一つでも多く勝って、

たくさん試合ができるようにがんばるぞ！ 



フレンズ大会に出場して 

日野 智代・池田 有美（ステップ） 

「初めまして、日野です。」「初めまして、池田で

す。」試合当日、会場で交わした私達の最初の会話。

友人を介してペアを組むことになったのですが、お互

いにどういう感じの人なのか全くわからず当日を迎え

ました。初めての人と組む時は、新鮮ですが、不安も

あります。ペア練習していなくても二人でできること

は何か。タッチと声かけ、そして何より楽しむ！私た

ちは、その三つだけはしようねと言って試合に臨みま

した。最初は少し硬い感じがしましたが、ハイタッチ

と声かけで次第に息もあってきました。長いラリーに

苦戦もしましたが、優勝が決まったときには「ありが

とう。」の言葉が自然に出ていました。今回の大会で

基本的ではありますが、「どんなときでも気持ちを合

わせて」というペアとして大切なことを実感すること

ができました。この気持ちを忘れずにまた頑張ってい

きたいです。 

 

藤原里華プロの講習を受けて 

町村 美恵子（ＪＳＳ富山） 

１２月３日、私にも追いついていけるだろうか？と

少し不安な気持ちで参加しました。体育館に響き渡る

大きな声で「今日のテーマは“仕留める”です。ゆる

くてもいいから長いボレーを打ち、返ってきたボール

を早く短いボレーで仕留めます。打つ時名前を言って

から打って下さい」と言われレッスンが始まりました。

名前を言うか言わないうちにボールが来るので頭と手

のバランスがとれず戸惑いましたが、そのうち慣れ楽

しい講習会でした。高齢になってから始めたテニスで

すが、今はエネルギーの大半はテニスに使っています。

後何年プレーできるかわかりませんが“仕留める“を

１回でも多くできるよう頑張りたいと思います。 

 

兵野 礼子（ジェイ☆フレンズ） 

伊達クルム公子選手とのダブルス優勝の直後でもあ

り、オーラ・目の輝きが増していて、お名前のように

華やかさを感じました。「おめでとうございます」の

言葉に少女のようにはにかんでお

られました。レッスンでは、イメ

ージし易いアドバイスで、その言

葉がストレートに響いてきました。

ボールは「仕留める」これには普

段の自分に渇が入りました。「ボ

ールは必ず落ちてくる」、「強い

ボールにはラケットを壁にする」

など私のテニス語録に貴重なアド

バイスがまた増えました。企画・

運営・実行に携わった方々に感謝

します。 

ベテランの行事に参加して 

廣田 千草（魚津ＴＡ） 

５０才以上を対象にしたベテラン練習会が、４月～

１１月まで月に２回岩瀬室内コートであります。毎回、

素敵なコーチが熱心に指導して下さいます。年間行事

では、たんぽぽカーニバルや観桜の会、五月の会など

があり、他県からも参加され交流が深まります。皆様

の５０才以上とは思えないパワーと素晴らしいテクニ

ックに圧倒されっぱなしですし、学ぶことも沢山あり

ます。毎年参加していると顔見知りも増え、またお目

にかかれるかしら？と楽しみになります。今年もベテ

ランの季節がやってきました！年に負けず頑張りまし

ょう！老いも若きも Let’s Tennis！ 
 

 

 

 

 

 

 

10/8,9北信越レディース決勝大会桃山運動公園コート 

 

サ ー ク ル 紹 介

（Part2） 
■パレス 

ラピタリボンクラスのア

ラフォーチームでデビュ

ー！ドリームでは二人が新加入し、5 名になりました。

県総合体育館で練習しています。これからもよろしく！ 

■グリーンテニス 

美貌の 30 代、パワフル 40 代、ピリカラ 50 代、ウルト

ラ 60 代の仲間たちで主に城東公園コートでテニスを楽

しんでいます。素敵な仲間を大切にがんばるぞ！ 

■大林ＴＳ  

哲先生、岡田・八ッ橋コーチを中心に、とてもアット・

ホームな雰囲気のテニススクールです。スクール生も、

とっても仲良しですよ。テニスを愛する方、一緒に 

楽しみませんか？ 

■センティア 

開設して日も浅く、女子連の会員も少ないですが、少し

ずつゲームの楽しさや仲間作り、大会にも興味を持つよ

うになってきました。今年は仲間を増やし、試合に“み

んなで出れば怖くない！”って声かけをしていきます。 

■南砺市ＴＡ 

南砺市、砺波市、小矢部でがんばっている人達の集まり

です。活動自体はバラバラで一緒にプレーすることは殆

どありませんが、一人一人がそれぞれ目標を持って頑張

っています。２１年度、更にハリキッてプレーすること

でしょう！

ベテランが入れる香り

高い珈琲に癒されまし

た。「喫茶桃山」 



 
 
■総務委員会 
几帳面で仕事は丁寧、頼れる伴侶角さん！いつも冷

静でお姉さんのような兵野さんいつも笑顔で優しいち

ょっぴり天然？の森田さん。うっかり屋のわたくし山

口とわが富山県支部の大番頭、岡本さんの４人からな

る総務委員会は３月で解散です。なかなか一緒に仕事

をする機会はなかったけれど、其々の役割をみんな充

分にこなされとても心強かったです。ほんの少しだけ

…ではありますが、４年間お手伝いさせて頂きありが

とうございました。今後の富山県支部の発展に期待し

ています。 

■普及・強化委員会 
７月に岡川恵美子さんのちびっ子＆ファミリーテニ

スクリニック、１２月に藤原里華さん、堀田朋愛さん、

１月に神和住純さんを招いての三度の講習会を行いま

した。大会としては、レディースデーの団体戦とオー

タムイン福光を開催。ちびっ子の講習会は毎年多数の

親子参加がありちびっ子たちも楽しんでいました。プ

ロのコーチによる講習会は皆が一生懸命で、少しでも

プロの技術を学びとろうとしていた様に思います。オ

ータムイン福光大会では、県外、非会員の参加もあり

大いに盛り上がりました。ガレージセールでは、たく

さん提供して頂きありがとうございました。これから

ももっとテニスの楽しさが広まっていくことを期待し

ます。なおいっそうのご協力をお願いいたします。 

■競技委員会 
２００８年度いろいろな大会の参加ありがとうござ

いました。大会のお手伝いをして下さったサークルさ

んやその他の方々。寒い日や暑い日心より御礼申し上

げます。皆様からの意見を聞きできたこととできなか

ったことがありましたが、今後も楽しいテニスを続け

ていけるよう協力しご指導いただきますようお願いし

ます。 

■ベテラン委員会 
たんぽぽカーニバル、観桜・五月・

七夕の会に今年度も多くの方々に参加を

いただきありがとうございました。五月

の会は、風も強く日差しのわりに気温の上がらない一

日でしたが、参加者１００名の熱気あふれる楽しい交

流会となりました。ベテランの大会は、何れも団体戦。

チームが一丸となって盛り上がる楽しさ、喜びは格別

です。月２回のドームの練習会では、テニスを愛する

同士が意欲的に参加し、プレーを楽しむ姿はとても年

齢を感じさせません。皆さん前向きですから。何はと

もあれ交流と発展的な場をと願っております。 

■ジュニア委員会 
２０年度もジュニアの大

会にご協力ありがとうござ

いました。ジュニアの４大

会は会員皆様のお手伝いな

くしては運営できません。

今年度も共に汗をかき、声

をからしてがんばっていきましょう！この２年間、

テニスすることだけでなく女子連そのものが私の生

活の中で大きな割合を占めていました。確かに大変

でしたが楽しくもあり･･･何より多くの経験をさせ

ていただきました。そして新たな人とのつながりを

持てたことは大きな財産です。私（高崎）は、富山

を離れますが、遠く福岡よりエールを送り続けま

す！がんばれ JLTF 富山県支部！みんなーありがと

ー！ 

 

＜役員改選の年･･･新任役員を代表して＞ 

●総務委員長 中島 順子（ボニータ） 

会員の皆様には、これからも多くの大会や行事に

参加し、テニスを楽しんでもらえたらと願っていま

す。お隣のコートでテニスをしている未加入らしき

方、これからテニスをしてみたいという方がおられ

ましたら是非、女子連に誘ってみて下さい。もっと

多くの方と楽しい時間を過ごせたらいいと思います。

今年も、各大会での会員の皆様のご協力を宜しくお

願いします。最後に、更により良い富山県支部にし

ていくためにご意見がありましたらお知らせ下さい。 

●ベテラン委員長  川口 妙子（ﾌｪﾆｯｸｽ） 

この度ベテラン委員会のお世話をさせていただく

ことになりました。年を重ねてもテニスを通して、

日々元気に生き生きと過ごせる様、楽しい大会、練

習会、レクリエーションのお手伝いができればと思

っています。何せ一年生ですので不手際もあるかと

思いますが、皆様のご協力の程宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--* 編 集 後 記 *--広報（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと支部

便り）も任期を終えバトンタッチします。多大なご

協力ありがとうございました。２期目を迎えられる

勢濃支部長のもと、今後の支部のご発展とＨＰのさ

らなる充実を陰ながらお祈りしていますね！（島）

1/29神和住 純氏による講習会（岩瀬室内コート） 


