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台風が多い季節になりました。イベントや大会の多いスポーツの秋に悪天候と重なって、レ

ッスンがなかなかできない場合には大変ご迷惑をおかけすることになります。多少の人数オ

ーバーはご容赦ください。5 時以降に臨時クラスを設けるばあいもありますので、未消化の

多い方は、ツイッターや予約表でのお見逃しがないようお気を付けてくださいね。 

 

《10 月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

土浦校 
   １日(日) 注、9/30 の大会予備日となっています。  

7 日(土) 土浦市花火大会により水郷コート閉館（＊８日が予備日） 

   12 日(木) ソフトテニス大会によりリトルキッズクラス休講 

   14 日(土) 注、10，12 の大会の予備日になっています 

    28・29 日(土・日) 公園のイベントにより全クラス休講 

美浦校 
    １日(日) 注、ソフトジュニア大会予備日となっています。    

8 日(日) 美浦、村民大会のため休講 

   21 日(土)・22(日) スポーツフェスティバルのため休講 
 

 龍ヶ崎校(北竜台テニスクラブ) 

    今月は今のところ休講および変更の予定はありません。（要:予約表で確認） 
 

※上記以外にも、予定変更になる場合がございますので、予約表で最終確認を行っ
てください。（小学高学年以上は出来るだけ自分で予約してみましょう。） 

 

★Lesson Schedule★ 

１０月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「言葉つかい」 
◇マナー◇ 「人が嬉しくなるような言

葉を使ってみよう！」 

               一日一

善」 

 

 
 

・ 誘遊食会・・・誘って楽しい、食べておいしい、KCJBBQ! 
午前中は水郷公園にあるサッカー場で、コーチたちが用意したゲームでいっぱ

い身体を動かします。ゲームでたくさん汗を流してペコペコにお腹が空いた午

後からはコーチを含めてみんなで BBQ！ 

日程：10 月 9 日(月・祝)  ★最少催行７名。最多２４名までです 

9：30 集合 15 時くらいまで 参加費：2000 円（中学生以上2500 円） 
場所：水郷公園レストラン前  その他：水筒持参（BBQ では飲み物あり） 

 

・セルフイメージアップ教室・・・子供たちの幸せを心から願って 
大人の方は気づいている方も多いと思いますが、その人の「在り方＝セルフイ

メージ」通りの人生になっているのではないでしょうか。在り方を作るのはセ

ルフイメージ、今回も「失敗を恐れないセルフイメージ」に向けた内容です。 

人生は挑戦するため、失敗から学ぶためにあります。怖がって逃げていては成

長はありません。まずは積極的に参加してみましょう。 

日程：10 月 28 日(土) 13:30～15:30  参加費：500 円 

場所：四中地区公民館 学習室２ （＊いつもと場所が違います） 
 

★土浦市小中学生硬式テニス大会（当アカデミー外のイベント） 

KCJ テニスアカデミー主催ではありませんが、土浦市体育協会硬式テニス部(土

浦市テニス協会)が行う大会です。楽しく、たくさん試合ができる、特に大会に

出たことがない子供たちに超おススメです。KCJ スタッフが運営していますの

で、安心してご参加ください。(サーブあり、申込は KCJ フロントへ) 

日程：11 月 23 日(木・祝) ＊予備日 12/9(土)  ８:30～16:00 予定  

参加費：2,500 円   場所：水郷テニスコート 
 

・ 大会 
・・・それぞれのクラスに、それぞれの選手に、それぞれの参加意義がある！ 

「負けられない！」トーナメントクラスの選手はだからこそ、ここに本物の強

さを手に入れる理由がある。「勝てばうれしい！」PK,チャレンジクラスはポジ

ティブに結果を受け入れ、自分の未来を動かそう。過去にこの大会から大きく

変化した選手が 2 名。この数が少ないのか多いのか。賞品はトーナメントクラ

スの選手ももらえます。 

日程：11 月３日(月・祝)  ★人数制限があります。お早めにお申し込みを 

16：40 集合 17：00 開始 20 時半くらいまで   
参加費：2000 円（トーナメントクラスは参加 1 回分を利用ください） 

場所：水郷テニスコート   その他：食事持参 OK 
 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 

 

 
 

 

★第 43 回茨城県少年少女テニス選手権大会 
男子シングルス  優勝  藤田裕暉くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

２位  角平明帝くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 
 

★第 34 回茨城県中学生新人テニス選手権大会 
男子シングルス  優勝  松崎稜太朗くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

女子シングルス  3 位  瓜生瑞歩さん（ＫＣＪワールドツアークラス） 
 

★茨城県高等学校テニス新人選手権大会 
  男子シングルス  優勝  角平明帝くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

            ３位  遠藤出帆くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

            5 位  藤田裕暉くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

   男子ダブルス   優勝  金 東炫くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

            2 位  遠藤出帆くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

            4 位  藤田・角平ペア（ＫＣＪワールドツアークラス） 
 

★ジュニア首都圏オープン秋季大会 2017 
  １６歳以下男子ダブルス  2 位  松崎稜太朗くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 
 
 

★KCJ サーブ有り＆ナシ大会 2017（9/18） 
  サーブ有り・経験者クラス 

１・２位トーナメント  優勝 横戸 仁くん(KCJ トーナメントクラス) 
      ::     ２位 清原駿介くん(KCJ トーナメントクラス)  

サーブ有り・初心者クラス 

１・２位トーナメント  優勝 関口七映さん(KCJ プロキッズクラス) 
      :         ::２位 佐藤亜紀さん(KCJ プロキッズクラス) 

   ３・４位トーナメント 優勝 大津遥己サン(KCJ プロキッズクラス) 

:２位 近野司樹くん(KCJ プロキッズクラス) 

   サーブなしクラス 

１～3 位トーナメント  優勝 平岡知也くん(KCJ ジュニアクラス) 

      ::          ２位 大和田彩葉さん(KCJ プロキッズクラス)  

4～６位トーナメント  :優勝 櫻井瑞月さん(KCJ プロキッズクラス) 
      ::          ２位 遠藤桜月さん(KCJ ジュニアクラス)  

 

前回のクイズ、錦織圭プロに続く世界ランキングの高い、今話題の日本人テニス

プレイヤーは誰でしょう？の正解は、ｃの杉田祐一でした。親の既読サインがあ

る回答のみ抽選の対象といたしますので、必ずご家族の方に読んでいただけます

ようお願いいたします。 
 

◇当選者  下村望くん  安藤竜之介クン   海老澤心さん  

切替寛喜クン      佐藤亜紀さん 

 
き り と り 

 

≪ＫＣＪからの挑戦状 (クイズ)≫ 
正解者の中から５名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！ 

 

Ｑ．日本女子テニスが世界の舞台で戦えることを証明し、長期間に渡り牽引し、先月惜しま

れながら引退したライジングショットの代名詞で親しまれたプロ選手は？ 
 

a 土居美咲      b 奈良くるみ     c 大阪なおみ    d 伊達公子 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え ②所属校 ③クラス ④名前 

を書いてフロントに渡して下さい。親の KCJnews 既読サインも必要となります。 
 

（1 人 1 回まで）  締切 10 月 20 日まで   ★親の既読サイン           

★Tournament Result★ 

★Event★ 
 

 

KCJ テニスアカデミーの目的は、子供たちのセルフイメージを高めること。 

まちがいなく子供たちはセルフイメージ通りに生きていくことになるから… 
 

◇ テニスというスポーツ… 人間形成の基盤の一助に！ 
 

「人間力の向上、セルフイメージ向上にたいへん向いているスポーツは何？」と

いう問いに私は迷わずテニス(硬式)と答えます。他のスポーツをやっている人に

は怒られるかもしれません。確かにどのスポーツでも人生をかけるほど真剣に取

り組めば、間違いなくやらなかった場合よりは比較にならないほど本人にとって

それらは向上すると思います。でもそこまでスポーツに向き合えない人が大多数

なわけで、いろんな目的や人生の味付けレベルでかかわる場合にでも、これほど

人間形成に役立つスポーツは贔屓目に見てもほかに見渡せません。その理由を理

解して頂ければ納得いただけると思いますが、ここで書くには紙面が足りませ

ん。ので、理由となる項目いくつかを列記して、そのうちの一つだけを今回はお

話したいと思います。詳しくは「テニスってすごい！」をフロントに置いておき

ますので、ぜひぜひ手に取ってみてください。その前に各項目においてご自身で

お考えいただければなお幸いです。 

1.球技は脳力を活性 2.道具を扱う 3.試合が長時間 4.テニスだけにしかな

いセルフジャッジ 5.制限時間がない 6.試合中のアドバイスやコーチングは

NG 7.実は種目が沢山 8.生涯スポーツの代名詞 … ではこの中から４の 

「テニスだけにしかないセルフジャッジ」。自分のコート側のイン・アウトの判

定を自分で行う、つまり選手が審判をやるという事ですが、こんなあり得ないル

ールが、賞金付きのしかも世界ランキングや日本ランキングを決める公式の大会

ですら行われているのです。世界中がこれなのですから、他のスポーツ関係者に

するとにわかに信じがたいことでしょう。これはスポーツの原点「相手の成長を

願いお互いが相手の大きな壁となり高い踏台であろうと全力で試み合う」を 

目指しているからこそできることだと思います。そこには相手に対する尊敬と信

頼、自分が信頼されるに値する人格であろうとすることが必要になってきます。

ゴール前で倒されるジェスチャーを演じたり、審判の見えないところで相手を負

傷させたりなどは、子供にはとても見せられるものではありません。 

テニスでの 0 点はラブ：Love(愛)です。フランス語の「誇り」ラテン語の「卵」

からきたとの説もありますが、いずれにしても今は、世界中で「愛」です。経緯

は何であれ、テニスが 0 をラブと呼ぶ流れは必然だったのではと思っています。 

正直私もそんなことをわからず知らずテニスを教えてきました。ただ強くした

い。プロ選手を育てたい。そういった自己満足を追っていた時期がありました。 

けれども今、36 年もの指導においてテニスがいかに私の生徒たちの基盤になっ

ていったか、あらためて心からテニスに携われたことを感謝しています。 

 

 

今月のセルフイメージ 

国際大会、全国大会、関東大会などの大きな公認大会から、ジュニアのランキング大会、

ローカルな草トーナメントまで KCJ の子供たちの活躍を出来るだけ HP に掲載しておりま

す。過去には、インターハイで 4 強に入ったり、国際大会で優勝したり全国大会で 2 位や 3

位は数多くあります。ユニバーシアード大会で金メダル獲得や、全日本選手権でプロ選手２

人に勝って Best16 入りした選手もいます。HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。 

 

＊＊＊ お知らせ ＊＊＊ 

雨天中止や天候が微妙な時は KCJ のツイッターでコート状況を報告いたしてお

りますので行いますので、HP 上の「Real Time Tweets」で確認してください。 


