
 

2021.11.14(日) 

津市民テニス祭り 
Play Tennis & tennis Coaching 

さぁテニスだ!! 子供も大人もお年寄りも、 

初心者からコーチまで一緒にテニスを楽しもう!! 

■ 開催スケジュール 
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※フリークラスは同時間に行っているキッズ
及び子供の保護者の方に限ります。
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■ 参 加 料  １名 ５００円(親子クラスは親子で 500円) 

■ 追加申込の方法                ※お支払いは当日 

電話または会場にてお申込みください。 

■ 現在追加申込中！ 

 
※ 雨天時は Web テニスイベントを予定 

※ 本イベント開催前２週間及び当日発熱や体調不良のある方の参加はご遠慮願います。 

※ 本イベントでは写真及び動画を撮影して開催記録、報告及び宣伝に利用します。参加にあたって
は写真及び動画の撮影及びホームページ・冊子などへの掲出にご同意願います。 

 

 

 大人、子供(小学生)、

キッズ(７歳以下)、親子

の 4つグループでテニスを

楽しみます! 

____ 

テニス協会推奨の

Tennis Play & Stay

プログラムが体験出来る 

____ 

現役プロプレーヤー     

鮎川真奈 参加予定! 

____ 

子どもプログラム参加の

保護者 大人フリークラス      

プログラムあり 

____ 

指導者向け 

講習会開催 

津市民テニスコート 

三重県津市殿村１５０ 

TEL: 059-269-5533 

https://tsushi-tennis.jp/ 

 

詳細は裏面(2 ページ目)をご確認ください。 



津市民テニスコート テニス祭り 開催要項 

1. 主催 三幸株式会社   後援 津テニス協会   協力  日本テニス協会普及委員会   協賛  株式会社ＰＳビバレッジ 

2. 日程 令和３年１１月１４日（日） 

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

悪天候の判断 午前８時００分に決定後、ホームページにてお知らせします。

13時55分 14時15分 14時55分 16時00分 17時30分

閉会式 11時25分 11時30分 14時55分 15時00分 13時55分 14時00分 14時55分 15時00分

13時15分 14時00分 14時15分

競　 技 9時45分 11時25分 13時15分 14時55分 13時15分

13時00分 13時30分 14時00分

13時00分

12時30分

開会式など 9時30分 9時45分 13時00分 13時15分

受　 付 9時00分 9時30分 12時30分 13時00分

■テニス-午前の部 □テニス-午後の部
□テニス-２部構成のクラス

◆指導者講習会
□１部 □２部

 
3. 会場 津市民テニスコート 

【午前の部】５～８番コート 【午後の部】３～８番コート 【指導者講習会】５・６コート 

4. 服装・持ち物 運動できる服装・シューズ、硬式テニスラケット・帽子・タオル・ドリンク等 

※貸し出しラケットございます。※数に限りがありますので、ご希望の方は事前に施設へご連絡ください。 

5. 参加資格 三重県在住・在勤 

6. 募集定員 定員を超える申し込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。 

午
前

大人(保護者)フリークラス 10名 ｷｯｽﾞ及び子供クラスに参加の保護者の方

指導者講習会 40名 現在指導されている方、指導に興味のある方

午
後

親子1 8組 7歳以下の子とその保護者

親子2 8組 7歳以下の子とその保護者

キッズ1（２部構成） 12名 3歳～７歳以下の子

子供(小学生)中上級 10名 ﾈｯﾄを挟んだｻｰﾋﾞｽｺｰﾄを使用して子供同士でﾗﾘｰを10往復以上続けられる子

大人(保護者)フリークラス 10名 ｷｯｽﾞ及び子供クラスに参加の保護者の方

キッズ２（２部構成） 12名 3歳～７歳以下の子

子供(小学生)初心初級 12名 ﾃﾆｽ経験８回以下の子及びﾐﾆｺｰﾄを使用して子供同士でﾗﾘｰを10往復以上続けられる子

クラス 募集定員 対象者

大人(中高生含む)初級 10名 週1回以上のﾃﾆｽを1年程度以上行っている方

大人(中高生含む)中級 10名 全てのｼｮｯﾄでﾎﾞｰﾙの強弱をｺﾝﾄﾛｰﾙできる方

大人(中高生含む)中上級 16名 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾎﾞｰﾙにも対応できて、ｺｰﾄ1/4の範囲に常にﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙできる方

 

7. 内容 

1) テニスイベント 

鮎川真奈プロ及び日本テニス協会の講師をお招きし、下記内容を実施いたします。 

テニスのワンポイントアドバイスや、各クラスのレベルに応じた内容のカリキュラムを実施いたします。 

2) 指導者講習会 

日本テニス協会の講師をお招きし、下記内容についての講習会を実施します。 

①テニス Play＆Stay ②ジュニアテニス指導について ③日本テニス協会の取組について 

8. 参加料 各クラス及び指導者講習会 １名：５００円（親子は１組 ５００円） 保険料含む 

※参加料は、当日の受付にてお支払いいただきます。 お釣りのないよう、ご準備をお願いいたします。 

9. 申込方法 

1) 第１次申込はホームページにて受付 

① ホームページにて、必要事項を入力の上、お申込み下さい。 

② 期間：令和３年１０月１６日（土）～１０月３１日（日）まで 

③ 申込の確定：募集定員を超える申込があった場合には、公平な抽選方法にて決定 

2) 抽選日程及び抽選方法 

① 令和３年１１月１日（月）施設職員により公平な抽選を実施 

② 抽選結果は、令和３年１１月２日（火）午前９時～１１月５日（金）午後１７時の間にご登録のメールアドレスへお知らせいたしますので、 

必ずご確認をお願いいたします。 

③ 施設からの電話連絡は致しませんので、ご了承ください。 

3) 第 2次申込（追加募集）申込受付方法 

① 窓口：令和３年１１月６日（土）午前 ９時～１１月１３日（土）午後５時まで 

② 電話：令和３年１１月６日（土）午前１０時～１１月１３日（土）午後５持まで 

③ 先着順にて申込受付し、定員に達し次第終了します。 

※窓口及び電話申込が同時だった場合は、窓口受付を優先させていただきます。 

10. その他 

1) 万が一、参加する事が出来なくなった場合には、お早めに施設までご連絡をお願いいたします。津市民テニスコート（059-269-5533） 

2) 抽選で当選された本人以外に、権利を譲渡することはできません。 

3) 抽選に漏れた場合、キャンセル待ちとなります。 

4) キャンセルによる空き枠が生じ、繰り上がりとなる場合のみ、ご連絡いたします。 

5) 当日の負傷等は応急手当までとし、その後の責任は負いかねますので、ご了承ください。 

6) 本イベントでは、写真及び動画を撮影して開催記録、報告及び宣伝に利用します。 

※参加にあたっては、写真及び動画の撮影、ホームページなどへの掲示にご同意願います。 

7) 個人情報の取扱いについて 

ご提供いただいた個人情報は、緊急時における連絡方法として使用します。個人情報については、本人の同意なく無断で使用する事はあり

ません。詳しくはホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。(https://tsushi-tennis.jp/privacy/) 

11. 悪天候時 

1) 悪天候による中止の判断は、当日の午前８時００分に決定し、当施設のホームページへ告知いたします。各自ご確認ください。※確認する事

が出来ない場合は、施設までお問合せください。 

※午前の部・午後の部・指導者講習会共に、午前 8時に開催・中止の判断をいたします。 

2) 悪天候時のイベントは、参加当選者へメールにてお知らせいたします。ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

12. お問い合わせ先 津市民テニスコート 〒５１４－００７３三重県津市殿村１５０ TEL：０５９－２６９－５５３３ 


