
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

アッという間に X'mas シーズンが目の前です。今年も X'mas会楽しみにしていてくださいね。

この 11 月も大会やイベントが多く (土・日)に重なるときには時間をずらして臨時開講クラス

を設けています。是非、都合をつけて受講してください。風邪も流行っているようです。急な

寒さにも対応できるよう、着替えや上着など防寒対策をしっかり行いましょう。 

 

《11 月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

土浦校 
   :3 日(金・祝) 水郷コート大会のため全クラス休講（＊11/４が予備日です） 

   18 日(土) 水郷コート大会により休講と時間変更(PK クラス 17：00～) 

   ::23 日(木・祝) 水郷コート大会により休講・時間変更の可能性があります。 

    29 日(水) スタッフ研修により全クラス休講 

美浦校 

4 日(土)・5 日(日) フェスティバルおよび美浦中テニス大会により休講 

11 日(土)・25 日(土)  美浦ソフトジュニアテニス大会により休講 

26 日(土)  ディスクゴルフ大会(公園全体使用禁止)により休講  
＊先月に引き続き、開校日がたいへん少なくなっていますので他校への振替を４回まで 

 無期限で可能とします。ご希望者はスタッフまでお申し出ください。 

 龍ヶ崎校(北竜台テニスクラブ) 

    23(木・祝)、24(金)は、クラス縮小および休講時間変更等の可能性があります。 

  29 日(水) スタッフ研修により全クラス休講 

 :牛久校(パサ二アテニスクラブ) 

   :23 日(木・祝) コーチ大会引率のため休講 
 

※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★ 

１１月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「感謝」 
◇マナー◇ 「施設内をきれいに、すす

んでごみを拾おう！」 

               一日一

善」 

 

 
 

 

・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「セルフイメージ」通りの人生になっていることにお気づきでしょ

うか。思考は創造のエネルギーという意味の言葉を最近よく見ますね。自分の

在り方についての思考がセルフイメージなので、セルフイメージが自分を創る

ともいえるわけです。今回は成功者やスポーツ選手がどのように自分のセルフ

イメージを上げていったのか、検証とともに身近に感じてみましょう。 
日程：11 月 18 日(土) 13:30～15:30  参加費：500 円 

場所：水郷体育館 視聴覚室 
 

★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、フロントに申込用紙を準備します) 

日程：11 月 23 日(木・祝) ＊雨天中止  ８:30～16:00 予定  

参加費：2,500 円   場所：水郷テニスコート 
 

・クリスマス会・・・これでもかっていうほど、プレゼントがもらえる（かも） 
例のシーズンが近づいてきましたね。まもなく町全体がクリスマスカラーに染

まることでしょう。今回も感謝を込めてあふれんばかりのプレゼントを用意し

ています。１人で 20 個以上持って帰る子供も…大きな袋を用意してきてくだ

さいね。お昼は、食べ物とケーキを用意しています。お菓子もたっぷりありま

すよ。楽しいゲームもいっぱい。予定を入れておいてくださいね。 
日程：12 月 23 日(土) 水郷コート・ゲートボール場 10:00～1４:00 

場所：12 月 25 日(月) 北竜台テニスクラブ 10:00～1４:00  

料金：1000 円（両方参加される人は 2000 円） 

準備：飲み物(ペットボトル１個付き)  運動のできる格好 

   プレゼントを入れる袋(大きさ自由、名前記入) 

 ＊HP で今までのクリスマス会の様子を是非ご覧ください。 

◆http://www.kcjta.com/event/category/christmas/ 
 

・ サーブなし大会・・・いち番小さな大会。試合したい人、集合！ 

冬休みを利用した、年内最後の大会です。参加者が毎回多く大人気のこの大会！ 

キッズ・ジュニア・プロキッズ・チャレンジ・中高生クラスが参加できます。

サーブがないのでコーチがボール出すので誰でも簡単に試合ができ、７～１０

試合できます。テニス選手や大会参加を目指す人には超おススメ。（人数制限が

あるので早い者勝ち！50 名といえども埋まってしまいそうですよ） 

日程：12 月 27(水)  ★50 名限定です 

８：40 集合 9：20 開始 15 時くらいまで  参加費：2000 円 

場所：水郷テニスコート  その他：食事持参 
 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 

 

 
 
 

◇ KTA 杯ジュニアテニストーナメント茨城県大会  
…県内高校生以下から 3 名が関東大会出場の代表選手に！ 

男子シングルス 18 歳以下 推薦枠 藤田裕暉くん（KCJ ワールドツアークラス・高 1） 

        準優勝 小林良徳くん（KCJ ワールドツアークラス・中 3） 

        ３位  松尾滉哉くん（KCJ ワールドツアークラス・中 3） 

◇笠間市長杯ジュニアトーナメント 2017 
…高校生以下において中学生が大奮闘！ 

 男子シングルス１８歳以下 準優勝 小林良徳くん（KCJ ワールドツアークラス） 
 

◇グリーンテニスプラザジュニア首都圏オープン秋季大会 2017 
…256 ドローのマンモス大会を堂々の制覇！ 

 :男子シングルス１６歳以下 優勝   松崎稜太朗くん（KCJ ワールドツアークラス） 

  男子ダブルス １６歳以下  準優勝 松崎稜太朗くん（KCJ ワールドツアークラス） 
 

≪ 国際大会 ≫ 
 

◇ 大阪市長杯 2017 世界スーパージュニア選手権大会(Grade A) 
…世界ジュニア最高峰のグレード A(グランドスラム Jr 大会同格) 本戦出場！ 

女子シングルス 1８歳以下 予選大会優勝 申 智淏さん（KCJ ワールドツアークラス） 

女子シングルス 1８歳 b:::本戦１回戦  申 智淏さん（KCJ ワールドツアークラス） 
 

◇ 1st ITF Perlis Junior Championship 2017 (Grade ４) マレーシア 

男子シングルス１８歳以下 ベスト３２ 藤田裕輝くん（KCJ ワールドツアークラス） 
男子ダブルス１８歳以下  ベスト１６ 藤田裕輝くん（KCJ ワールドツアークラス） 

 
 

◇ 30th Sarawak Chief Minister's Cup (II) (Grade 3) マレーシア 
男子シングルス 18 歳以下 予選優勝  藤田裕輝くん （KCJ ワールドツアークラス） 

             本戦１回戦 藤田裕輝くん （KCJ ワールドツアークラス）         

男子ダブルス１８歳以下  ベスト８  藤田裕輝くん（KCJ ワールドツアークラス） 
 

◇PTT - ITF Junior (Grade 2) タイ 
男子シングルス 1８歳以下 予選３回戦 申 乾浩くん（KCJ ワールドツアークラス）   

    ＊＊＊ 上記の海外 3 大会は選手単独での参戦です。 
 

 

前回のクイズ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？ の正解は、ｄの伊達公子でした。引退後も、修造君のようにあれ

これ手広くやるのではなく、本当に日本のテニス界のためにご尽力いただきたい

ものです。最近では、このクイズだけのためにこの News を持ちだすことを避け

るため、ご家族の方が読まれたことを確認するサインを頂いております。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  田丸莉未さん   じんいちろうくん   清原瑞希さん  

よこ田ゆ月さん   湯治香澄美さん 

 

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．テニスの得点。0 点はラブ、1 点はフィフティーン、2 点はサーティー、では 3 点は？ 

 

              答え、                   
<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 11 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… 
 

◇ 一番やりたいことをやるとき、最大のエネルギーを発する 
 

「他の人に言われた人生ではなく、自分が進みたい人生を生きればよかった」

人生を最後に振り返って、人が一番後悔していることの最多がこういった内容だ

そうです。親の希望や周りの期待、他人の目を気にして、本当に自分がやりたか

ったことをやれなかったこと、自分の意志で自分の人生を生きてこなかったこと

こそが最大の悔やみだというのです。ここに「幸せとは何か」を示唆しているも

のがあるように思います。「人に迷惑をかけないように」「失敗しないように」「恥

ずかしい思いをしないように」「そんなことは無理」「あなたのためを思って言っ

ているのだから」など、子供がやりたいことをしようとしている時にブレーキに

なる言葉をかけているのではと感じたら、ちょっと立ち止まって欲しいのです。 

子供たちから感じるエネルギーがあります。一番やりたいことをやっている子

供達の集中力たるやそのエネルギーは計り知れないパワーです。今プロキッズな

どで将来を夢みて嬉しそうに、そして驚く成長ぶりを見せてくれている子供達の

集中力を見ていると将来に期待と安心が持てます。逆にエネルギーを感じない子

の場合は背後に上記のような言葉がありそうな気がしてなりません。人の目を気

にし、失敗を恐れ、引っ込み思案で、よく言う「他人の人生を歩む」のではない

かと、そして最後に冒頭の後悔をするのではと悲しくなってきます。 

先日のセルフイメージアップ教室で、講義のあと「え～もう終わり～？あと 2

時間！」「小学校は 50 分くらいじゃないの？2 時間もやってもう疲れただろう」

「じゃあもう 1 時間」というやり取りがありました。(今回ように目がキラキラ

しない時もありますが) 子供たちは自分の夢が現実に近づけることをこの講義の

中に感じ取ってくれたのか、自分が進みたい方向とリンクする部分があったの

か、2 時間が短く感じられるほどのエネルギーがわいてきたことの表れではない

でしょうか。「好きなことをやる」最近ではよく見かける成功者や幸せにまつわ

るフレーズですが、私も全くその通りだと思っています。少なくとも私の周りで

は好きなことをやってきている友人といるときは楽しく、そうでない友人といる

ときのように愚痴など聞かされません。可能な限り子供が本気でやりたいものを

応援し、彼らには後悔のない人生を送ってもらいたいと望んでいます。 

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。 

 

 

http://www.kcjta.com/event/category/christmas/

