
草の根普及活動一覧



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

高島平インドアテニスコート

通年

①施設周辺道路の清掃
②板橋区テニス協会への登録の代行と区民大会エントリーの代行
③女子連への登録代行と女子連の試合・行事へのエントリーの代行
④板橋区テニス教室へのコーチの無料派遣
⑤板橋区・北区　小学校・中学校への使用済ボールの配布
⑥板橋区　小学校クラブ活動への出張レッスン
⑦北区　中学校職場体験の受け入れ
⑧9/23　テニスの日　コート無料開放

◆更なるテニスの普及と地元地域社会への貢献

●板橋区テニス協会や女子連との関係が密になり、横の繋がりが
生まれ地元へのテニスを通じた貢献が出来てきたと感じられる。



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

春野インドアテニスステージ

春岡地区硬式テニス教室
　（平成21年9月～10月まで毎週火曜日全8回）

1週目：ストローク
2週目：ボレー
3週目：サービス
4週目：スマッシュ
5週目：雁行陣プレーに挑戦
6週目：雁行陣プレーに挑戦
7週目：ダブルスゲーム大会
8週目：ダブルスゲーム大会

　＊簡単なルール・マナーを記載したものを配布
　＊教室スケジュール・修了証を配布し参加意欲を高める

貸出ラケットの準備あり

◆地元・地域の方々へのテニスの普及
◆テニス初級者への更なるレベルアップ
◆ゲームのやり方を覚える
◆将来的に「春岡テニス部（仮称）」を立ち上げる

●平成21年9月以降開催のためまだ報告できません



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

VIP・TOPグループ　　コスパ港北テニススクール

近隣小学校テニスクラブの指導
（6/23,  7/7,  9/29,  10/27,  11/17,  12/1,  1/19,  2/2 ）

近隣小学校の選択授業の中で、テニスを選択した子供（約40人）を

中学校のテニスコートを借りて指導をしております
時間は約1時間で大半の子供が初心者です

◆近隣小学校のテニスクラブをボランティアで指導させて頂くことで、
　小学校の先生方、地域の方からの信頼・安心を得る事。
　また、テニスを初めてする子供達へテニスの楽しさ・おもしろさを伝え、
　テニスというスポーツの普及を目的としております

●ボランティアで行っている事もあり学校側からとても感謝されています。
　父兄の方も授業に参加される場合もあるため地域の方との関係も良い
　ものになってきています。
　今後も、他小学校などの指導や地域イベントへの参加等で貢献して
　いけたらと思っております



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

TOPインドアステージ氷川台

幼稚園出張レッスン　（3ヶ月に１回）

ボール・ラケットを使いながら体を動かすメニューを幼稚園の先生と
一緒に行う。

◆多くの子供達にテニスというスポーツの楽しさを伝える。
◆地域密着

●スクールのPRと同時にテニスを楽しんで頂けています。

　またそこから体験者や入会者も数名いらっしゃいます



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

ニッケテニスドーム岐阜

ニッケ納涼祭
毎年８月下旬に実施　（今年は8/23（日）に開催）

・コーチの挑戦
・的当てテニス
・ボレーボレー大会（テニスの日イベント）
・ボールつめ放題
・DSトーナメント（ジュニア向け）

・コーチチャリティーオークション（２４時間テレビ参加）
・初めてテニスレッスン
・マジックショー（マジシャンを招待）
・ダンス披露（地域のダンス教室）
・ビリカルサクソフォーンカルテット（名古屋芸術大学学生招待）
・屋台出店（６店舗）（市の露店商の協力）
・盆踊り（よさこいやの協力）
・花火大会
・スイカ割り
　　　　　　　　etc

◆地域密着型のテニススクールを目指し、近隣のお店・学校への声掛け
◆テニス以外で活躍している他分野の方達にニッケが場所を提供し、
　披露する場としてご利用頂く。
◆お祭りを通してテニスの普及
　昨年も「初めてテニスレッスン」をお祭り内のイベントとして開催し、
　３０名以上の参加者がテニスを楽しまれました。その中からスクール
　に入会し今でもテニスを毎週楽しんで頂いてる方もいらっしゃいます。

●既存の生徒３００名、外部（受講生以外）２００名の計５００名参加の
　大規模なイベントとなった。
●近隣のお店や学校に夏祭りのポスター依頼をして認知度が高まった
●「趣旨・目的」の欄に書いてしまったのですが、お祭りでテニスを
　初めて体験し今でも続けてくれているというのは私達にとって大きな
　喜びになっています。
●今後もテニス触れて頂く機会を多く提供していきたいと考えています



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

（株）レック興発

草の根普及活動

2005/02/02　西東京市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課に

　　　　　　　　中古ラケット寄付
2005/12/12　武蔵野市役所財務部管財課に中古ラケット寄付
2006/01/23　杉並区教育委員会事務局社会教育スポーツ課社会体育係に

　　　　　　　　中古ラケット寄付
2006/02/13　新宿区教育委員会・新宿区体育指導委員に中古ラケット寄付
2007/05/19　埼玉県越谷市立大沢北小学校の机椅子脚用に中古テニス
　　　　　　　　ボール400球寄付
2007/12/22　西東京市立上向台小学校の机椅子脚用に中古テニスボール
　　　　　　　　1,300球寄付
2008/03/26　兵庫県篠山市立味間小学校の机椅子脚用に中古テニス
　　　　　　　　ボール1,200球寄付
2008/01/11　【チーム・マイナス6％】に登録
2008/02/19　埼玉県県立松伏高校テニス部に中古テニスボール200球寄付
2008/02/19　埼玉県立越谷西高校テニス部に中古テニスボール200球寄付
2008/03/16　【早寝早おき朝ごはん】協議会に登録
2008/03/19 　春日部共栄高校テニス部に中古テニスボールを200球寄付
2008/04/15　【相模原市テニス協会指導者研修会】の講師を担当
2008/04/15　【日暮里・舎人ライナー開業記念イベント】に協力
2008/04/16　愛媛県新居浜市立泉川小学校の机椅子脚用に中古テニス
　　　　　　　　ボール1,200球寄付
2008/07/06　NEOインドアテニススクール西新井が
　　　　　　　　【こどもをまもろう110番】に登録
2008/11/09　【相模原市テニス協会指導者研修合宿】の講師を担当
2009/02/28　足立区近辺在住小学生対象

　　　　　　　　【錦織圭選手サプライズジュニアテニスクリニック】開催協力

◆テニスを通じての地域・社会への貢献活動
特に教育機関・地方自治体、そしてテニス普及を目指す非営利団体の
皆様との連携を図り、テニスの認知度アップ・普及に努めております



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

ダイヤモンド・テニスクラブ学園前

①自治会へのコート無料貸出
②中古テニスボールの寄附
③テニスの日チャリティーを実施し収益と募金は奈良市社会福祉
　協議会へ寄附

①年２回近隣地域へのコート無料貸出、毎回スクールコート２面使用。
　中古ボール５０個を用意しその日は一日テニスを通じ近隣との
　密着を図る
②現在数校より定期的に中古ボールを活用して頂いてます。
　クラブ活動に使用して頂いて大変喜ばれています
③９月第２日曜日に「テニスの日」を設定。スクール生にメンバーコート
　を解放し収益金は奈良市社会福祉協議会へ募金とプラスして寄附して
　います。

①テニスを通じた地域社会への貢献
②学校、近隣地域と連携を取ることで地域社会との交流を深める
③イベントを通じテニス募金を集め地域社会への奉仕

①テニスを通じて近隣との関係が非常に深まった。
②同上、学校との関係が非常に深まった。
③集まった募金は少ないので当日の参加費プラスをクラブ側の募金を
　　プラスして寄附。平成８年より寄附し今年で１４回目です。



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

オールサムズテニスクラブ

部活動生徒応援プラン
（夏休み期間中）

７月２１日（火）より８月３１日（月）までの平日午後５時までを１面１時間
７００円で提供する

近隣中学・高等学校のテニス部（軟式・硬式問わず）の練習の場として
コートを低料金で開放し部活動の充実を図る

今年からの実施のためまだ成果等はありません



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

豊島区立三芳グランド（ティーエスジャパン）

体育の日記念事業（１０月第２月曜日）
初心者テニス教室（年２回　春・秋）

・小中学校及び一般大人の方を対象として初心者テニス教室を開講
・ワンコイン　基本レッスン（球出し中心の３０分レッスン）
・コーチと試合
・アップダウン大会（ダブルス）

◆テニスを通じて近隣地域への貢献
◆テニスというスポーツを実際に体験して頂ける場の提供
◆テニスの普及を目的に気軽に参加できるイベントをして開催

●体育の日記念事業及びテニス教室を開催することにより、継続的に
　テニスを楽しんで頂ける方が増加（スクール入会など）
●参加者からテニスは見るより自分でボールを打った方が楽しいので
　今回のイベントに参加してよかったと言われたり、テニス初心者の方が
　レッスンに夢中でボールを追っている姿を見ると普及活動としては成果
　があったと思う。



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

株式会社荏原湘南スポーツセンター

NPO法人グローバルスポーツアライアンス様を通じ、テニスボールは

国内の学校機関にお送りし、椅子の騒音を軽減することで静かで落ち
着いた環境を作ることに寄与しています。
またラケットは海外でスポーツをする機会が少ない国や地域に寄贈
され、JICA（独立行政法人　国際協力機構）のスポーツ振興活動にも

利用されているようです。

またテニスの日のイベントの一環として、小学生のジュニアを対象と
した無料レッスンを毎年実施しております。地域のお子様のテニスに
対する興味を持って頂く良いきっかけになっています。

◆テニスボールのリユース
◆ラケットのリユース
◆テニスの日　ジュニア無料レッスン実施

２００８年度実績

ボール　約３０，０００球
ラケット　　　　　　５１本　　　寄贈

無料テニスレッスン　　参加１９名



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

ティップネス鴨居インドアテニススクール（VIP・TOPグループ）

ハマふれんど初心者テニスレッスン（１０月３日）

・９０分間の初心者向けテニスレッスン

◆テニス施設の認知
　　新しくできた施設を地域の方に知って頂く
◆テニスの普及
　　初心者の方にテニスを体験して頂きテニスを始めるきっかけを作る
◆福利厚生団体への協力
　　地域スポーツの活性化

準備段階です



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

グリーンフェスタ２００９　
２００９年４月２９日

・無料体験レッスン
・親子レッスン（初級・中級）
・マイオートテニス体験会
・コーチに挑戦
・ダブルス大会
・ビアガーデン
・露店
・けん玉体験教室
・フィットネス無料開放　等

タイムスケジュールに従いインドアコート・フィットネス室・駐車場で開催

近隣の方々に施設を紹介し気軽に楽しめるテニスを普及させる目的で
親子レッスンや無料フィットネス開放、露店等、会員・スクール生を
問わず一般の方々も楽しんで頂けるイベントを開催

１日来場者７００人程となりテニスの楽しさ・運動の楽しさを多くの方々に
伝えられたと思う。
また親子レッスンや無料レッスンで手軽に楽しめるテニスを少しでも体験
していただけたと思う。

中山産業（株）　緑ヶ丘テニスガーデン



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

夏祭り
（平成２０年８月２４日・平成２１年８月２３日）

・コーチの屋台
・地域社会（地元）が運営している屋台の出店
・チャリティーバザーの開催
・金魚すくい
・スーパーボールすくい
・ヨーヨー釣り
・さめ釣り
・トンボ玉作成
・よさこい演舞
・太鼓演舞
・巨大輪投げ
・花火
・隣接する他社スポーツクラブと共同企画
・収益金を２４時間テレビへ寄附
・テニスの日　「ボレーボレー大会」

◆近隣地域・住民へのイベントを通じたテニスの普及
　　テニス以外のイベントを実施することでテニスに興味のないお客様にも
　　足を運んでいただき、テニススクールを認知していただくと同時に、
　　テニスへの興味をもっていただく

●各イベント・出店の運営はスクールのスタッフが大半であったが、
　各メーカー・業者の方に対して「テニススクールでもこういう事を
　やるんだ」と認知していただいた。
●よさこい・太鼓・スポーツクラブなど地域の団体の方々に夏祭りを
　通して、テニスを通して地域交流を深めることができた。
●受講生とそのご家族、ご友人を連れてきて頂き、テニスやテニス以外
　のイベントでも楽しんで頂き、地域社会の一つの活力剤となることが
　できた

ニッケテニスドーム名古屋



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

中古テニスボール寄附

市内の小中学校より要望があり、中古ボールを寄附。
（年間３～５校）　　＊１０年位継続

学校の学習環境改善（静かに）の為

●学校の学習環境整備の改善には役立っていると思う

テニスゾーン戸坂

そ　の　他

・小学校の「こども１１０番の家」に指定されている
　（小学生が何か不慮の事故・事件等にあったら子供を守る）
・町内会の盆踊り大会に寄附



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

【納涼祭】
・バルーンやストリートミュージシャンの演奏、スイカ割り、屋台
・手品、ロックソーラン、和太鼓演奏、キッズヒップホップ、チアリーディング
・近隣の英会話教室とのコラボレーション企画「英語でテニス」
・スタッフによる「ブートキャンプ」　などを実施
【近隣小学校のクラブ活動の指導及びコートの提供】
【無料の親子レッスンを実施】
【八千代市のテニス教室でのレッスン実施及びレンタルラケットの提供】
【テニス以外の地域貢献活動】
・使用済レンタルシューズを八千代市身体障害者福祉会を通して各団体
　に寄贈（３０足）
・使用済ジュニアレンタルシューズを萱田児童館に寄贈（２０足）
・壊れた名札についていた安全ピンを萱田南小（２００本）、萱田児童館
　（２００本）、ゆりのき台保育園（２００本）に寄贈
・中古ラケットを八千代市身体障害者福祉会を通して各団体に寄贈(３０本)
・使用済ボールを八千代市身体障害者福祉会を通して各団体に寄贈
　（２００個）
・販促のうちわを八千代市福祉協議会来館者に配布及び福祉会館等に
　設置（２００本）
・販促のボールペンを八千代市福祉協議会来館者に配布及び福祉会館
　等に設置（２００本）
・ペットボトルキャップの回収
・使用済切手の回収
・ベルマークの回収
・使用済入れ歯の回収　　など

●様々な活動と通じて近隣の皆様との交流が深まるとともに、
　スタッフの意識向上に繋がっているのではないかと思われます。

ニッケテニスドーム八千代校



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

①「きょうみランド」ジュニアテニス教室（7/22,7/23）
②夏休み「家族でテニス」教室（8/10）
③アクション２１（9/22）

④その他の活動

①小学校が企画している「きょうみランド」（色々なことを体験できるイベント）参加
　・１日２回計４回の無料レッスンを開催
　・学校の体育館で小ネット４張りを使い、スポンジボールで指導
　・終了後、スポンジボールは寄附（約３０球）

②まだテニスをしたことのない親子（保護者と子供）を対象に無料レッスンを開催
　・大人一人に対して子供二人まで可
　・休校日に開催

③多種目の中の１つとしてテニスを紹介し体験していただく。
　・野球・トランポリン・サッカーなども開催されていて様々なスポーツと係わりが
　　もてる。
　・小ネット２張りを準備しスポンジボールでレッスン
　・当日は整理券を配布し体験してもらう。
　（今年は参加２年目で昨年は８４０名の子供達がイベントに参加。
　　来場者数は２０００名以上の大イベント）

④その他の活動
　・境川遊歩道清掃（受付をテニススクールに設置）
　・アートギャラリー（スクール内に展示）
　・ウォーキングセミナー（一般の方の参加も可で施設内で実施）　
　・メークアップ講座（一般の方の参加も可で施設内で実施）　

◆テニスを通じて地域社会との交流を深める
◆健康的な社会作りに貢献する
◆まだラケットを持ったことのない方にテニスの楽しさを伝える
◆イベントを通じてテニスを「見る」機会をもっていただく

①子供達がテニスを楽しんでプレーしてくれ普及活動としても成功だった。
また学校との係わりも深まり、無料レッスンの要項も設置していただけた。
後日「学校だより」にも紹介され当日参加されなかった方々にもテニスのことを
伝えることができた。

②毎年多くのご家族様に参加していただいている。久々に運動されたという方も　　
多く、運動（テニス）への興味を持って頂けている。「テニスは難しい」という固定
概念から「テニスは楽しいスポーツ」という新たな感覚へ変化して頂けている。

③勉強同様、体を動かすことの楽しさ・大切さを子供達に伝えられる。
また保護者方々にも理解して頂きやすい。

④テニスを知らない方が施設に入るような状況を作ったことでより多くの方に
施設を知ってもらえた

ジュエインドアテニス町田小山



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

境内にショートテニスコート1面を作り体験レッスンやコーチに

挑戦コーナーを行い、併せてスクールの宣伝も行う

ウイング札幌ウエスト校の近くにある発寒神社で行われた。
地区町内会の夏祭りに参加し地域住民との交流を図る

●子供からお年寄りまで多くの方が参加し楽しんでいただいた。
特にスクールの存在を広く知っていただいた

インドアテニスセンター　ウイング

発寒神社　夏祭り
ストリートテニス　　　平成21年7月12日

【写真集①】



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

ビーチテニスコート3面を作成し、大会を開く。

空き時間には体験会も実施

本来のテニスとは違うが海水浴客で賑わうビーチでテニスに興味を
もってもらい、またテニスから離れているプレーヤーにも参加してもらい
テニスに結びつける

新聞・ラジオ・ＴＶの取材を受け、マスコミへの打ち出しが大きかった。
また、参加者からも好評だった。本来のテニスのオプションとしての
活用が考えられる

インドアテニスセンター　ウイング

２００９　ビーチテニス大会in石狩浜
平成21年8月9日

【写真集②】









事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

すすきののメイン交差点にショートテニスコート4面を作り、
受付・呼び込み・テニス担当に分かれて運営（2時間）する。

すすきのビアガーデンに訪れる多くの方にテニス（ショートテニス）を
体験していただき、テニスのおもしろさを知っていただく。
また、祭りそのものを盛り上げる。

観光客・酔っぱらい・子供達が参加し盛り上がった。
また、スタッフも違った環境で仕事ができて有意義であった。

インドアテニスセンター　ウイング

すすきのビアガーデン２００９
　miniテニス（ストリートテニス）　　平成21年8月17日18日

【写真集③】







事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

■金曜日のコート開放（金曜日休館日の為）
　・・地域のテニス未経験者を対象にテニス体験レッスンを行った。
■メガロス近隣幼稚園の父母会スポーツサークルに無料レッスン
　・・幼稚園の父母会サークルにスポーツサークルがあり、バレーや
　　バスケットを楽しんでいる。2ヶ月に1回はメガロスでテニスレッスンを

　　してもらう事にした。
■サークルに対する指導者講習会（球出しや初級指導の伝授）
　・・大学サークル主将に店舗に来てもらい球出しやメニューを教えた。
■フィットネス会員に対して14時～16時のコート空き時間で無料レッスン
　・・60歳～70歳のフィットネス会員様に対してテニスの楽しさ、手軽さを

　　体験していただいた。全店で行っている。
■駅前ボール配り
　・・ポケットティッシュ（販促）を配る際に一緒にテニスボール（使用済
　　だがインドアのため汚れはない）を配布した。
　　子供に好評ですぐにはけた。
■小学校・中学校にラケットを寄付
　・・先生が会員であることもあり、ラケットとボールを寄付し子供たちの
　　休み時間に遊びでテニスをしてもらっている。
■フィットネス学生会員の併学強化キャンペーン

今後の活動予定は、上記の継続と2歳～3歳の子供に対してアプローチ

　していきます。

メガロスインドアテニススクール



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

■青山スポーツ祭りイベント趣旨■
スポーツ＆ヘルス＆エコというキーワードのもと、青山近隣の商店会や
学校、スポーツ団体がひとつとなり、「青山」という街を「スポーツと健康と
環境にやさしい街」として全国に発信する地域活性化のためのイベントで
ある。
■スポーツクリエイト企業理念■
「スポーツ事業を通じお客様に心身ともに豊かで健康な生活を提供し、
地域社会に貢献します。」

◆スポーツクリエイトとして青山スポーツ祭りに取組む姿勢・参加趣旨◆
　まず、第一義的に考えなくてはならないことは、「地域社会に貢献する」
ということである。地域社会がいろいろな側面（文化・教育・スポーツ等）
から魅力のある街であればこそ人が集い、活気に溢れ、よりプラスの方
向に向かうと考える。我々が生業としているテニスというスポーツ文化を
通して、街の「１つの側面」に魅力を加えることに力を注ぐことは我々の責
務であり、結果として街の活性化につながることであると考える。
青山スポーツ祭りというイベントの趣旨である「スポーツ＆ヘルス＆エ
コ・・・」というキーワードは、スポーツクリエイトとしての理念に合致すると
ころであり、参加することは地域社会に貢献することにつながると考える。
　次に「地域との協力」とい観点も忘れてはならないと考える。地域には住
んでいる方、働いている方、学んでいる方、遊びに来る方、など、いろいろ
な立場の方が行き来している。そのいろいろな立場の方が、それぞれ何
を求めていて、それぞれ何が出来るかを汲み取り、ともに取り組むことが
必要である。自分の立場だけではできないことが、多くの人が集まること
により可能になると考える。
　青山スポーツ祭りという地域で行うイベントは、上記２つの観点から鑑み
て、地域を活性化し、参加することにより、スポーツ文化・テニスという競
技を通して、地域社会の活性化につながる貢献ができると考える。

●子供からお年寄りまで多くの方が参加し楽しんでいただいた。
特にスクールの存在を広く知っていただいた

スポーツクリエイト　青山事業所　　・・・①

青山スポーツ祭り



事業所名　　　【 】

具体的内容
　　
　　及び
　
　成　　果

◆学校との協力
　・・生徒は「奉仕」の授業として参加。
　　  新しい形の地域と学校の連携である。

　　　　　　　　
◆スポーツ団体との協力
　・・ヤクルトスワローズ・日本ラグビー協会・東京アパッチ・FC東京などの　
　　  各種目団体が参加することにより、スポーツ文化を多くの方に体感し
　　  ていただくことができる。
　　  国立競技場・神宮球場・秩父宮ラグビー場・多くのテニスコートが存
　　  在する「スポーツの街　青山」としてのブランディングが可能であり、
       地域活性化につながる。
 
◆地域商店会との協力
　・・お祭りの実際の運営に大きく関わっている。多くの地域の方がお祭り
        に参加すること自体が、地域の活性化につながる。
 
◆参加される方のスタンスより
　・・お祭りの内容が、小学生から大人まで「見て、触れて、やってみる」
　　  構成になっているため、地域の方、遠くからいらした方でも子供から
　　  大人まで楽しめる。

以上のことが青山スポーツ祭りの開催によって考えられる効果であり、地
域貢献を目指す弊社は、「青山スポーツ祭り」に参加する。

スポーツクリエイト　青山事業所　　・・・②



【スポーツクリエイト　青山スポーツ祭り】　参考写真①



【スポーツクリエイト　青山スポーツ祭り】　参考写真②



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

◆近隣への認知度を上げる
　　広く地域に当施設の認知を広めるために地域新聞にも広告を出し
　　アピールした。
◆現生徒へのテニス以外のイベントとしての位置づけ
　　特にジュニアとその父兄がメインとなるが、テニス以外の皆で楽しめる
　　企画の一つ
◆現生徒のお友達・家族への施設アピール
　　話題性を作り、生徒の両親、兄弟や同級生の繋がりから皆で当施設　
　　に足を運んでもらうきっかけ作り
◆複合施設としてのスタッフ交流＆親睦の一助
　　フロント・テニス・サッカー・フットサルと普段個々の業務が分担されて　
　　いる中で、皆で協力し合い一つのものを成功させようとする時に生ま
　　れる連帯感、絆をより強くするため

●実施内容についての留意点
※催し物、種目の決定
　前回までの傾向から、大半がテニス・サッカーの子供達であったことを
　考慮し、下記の内容に決定した。
 
①駐車場スペースを利用したフリーマーケット
　・・生徒の出店を期待したものの、思うように集客できず難しさを感じた。
　　 外部を巻き込んでの対応は、このような内輪でのイベントではしない
　　 ほうが良いと思った。

②ジュニアを集客できるお祭りの出店
　・・コリント・射的・スーパーボールすくい・ＢＯＸくじ　など
　　 各ゲームをクリアして賞品ゲットする。以前の経験から各種目で
　　 やり方をアレンジして対応することになる。抽選会に使う賞品や
       お祭りの出店の1等～3等の賞品ハズレの飴やガムなどあらかじめ
       数量をあて込むのが難しい。

スポーツクリエイト　八千代スポーツガーデン　・・・①

YSGフェスタ2009



事業所名　　　【 】

③メーカーとのタイアップ（今回はウィルソン）により、テニスに特化した
　アトラクションのコーナー
　・・テニスメーカーＷilsonがコート1面を完全ジャック！
　　  当日は、数名のＷilsonスタッフがコートのディスプレイから協力して
        くれ、コーチにチャレンジや親子で参加できる打ったボールを網で
　　 キャッチなどのテニスに絡んだアトラクションで盛り上がった。
　　 若干の特価商品の販売も行い約8万円ほどの売上げも出せた。

 
④テニス・サッカーのジュニアなので、両スポーツの特殊性を考慮した
　アトラクション
　・・ （幼稚園のお子様から大人まで楽しめる内容）
　　 １０枚１０００円つづりのチケットを購入し、各種目にチャレンジして
　　 スタンプをたくさん集め、クリアしたスタンプ数に応じて抽選券を
       ゲット！獲得した抽選券で 後に大抽選会に参加。
       Ｗilsonブースでのアトラクションに成功してもスタンプをもらえるように
        し参加率をあげた。

【アトラクション内容】

午前の部　１０：００～１１：４０
＜ステップシュート＞
コーンの間をジグザグに走っていき、ゴール前に置いてあるボールで
ゴール！！
　　　　
＜ラケットパット＞
一定の距離からラケットでボールを転がしてコーンの間を通ればクリア！
　　　　
＜キックターゲット＞
一定の距離からサッカーボールを空いている部分に通すことが出来れば
クリア！！

＜ドリブルタイムトライアル　サッカーｖｅｒ＞
時間内にドリブルをしながらジグザグに走りゴールを目指そう！！

＜フレームラケッティング＞
テニスラケットのフレーム部分でテニスボールをリフティング！！ 

スポーツクリエイト　八千代スポーツガーデン　・・・②

具体的内容



事業所名　　　【 】スポーツクリエイト　八千代スポーツガーデン　・・・③

具体的内容

午後の部　１２：００～１３：４０
　　　　
＜ドリブルタイムトライアル　テニスｖｅｒ＞
ラケットにテニスボールを置いて落とさずにジグザグに走りゴールを目
指そう！！
　　　　
＜びたっ止マット＞
助走をつけてマットからマットに飛びのり、はみ出さずに止まれればク
リア！！ 

＜スーパーコーンキャッチ＞
ヘルメットについたコーンで飛んでくるボールをキャッチできたらクリ
ア！ 

＜フラフープｉｎワン＞
サッカーボールを蹴ってフラフープ内で止めることができたらクリ
ア！！

＜キックターゲット＞
一定の距離からサッカーボールを空いている部分に通すことが出来れ
ばクリア！！ 

【お祭りについて】
専門の問屋があり、格安にて色々な種目のキットから食べ物までが
揃う。買取りであったり、使った分だけお祭り後に精算できたりととても
重宝した。
 集客人数を予想してどれくらいの量を 初に用意するかがポイント。

不足して買い足すようになると大変。

【アトラクションについて】
今回、ジュニアの年齢の幅を配慮したつもりだったが、地域の特色とし
て8歳前後のお子様も多く、その下の兄弟（これからの予備軍）が父兄

と一緒に来場していたので、一見つまらないようでももっと簡単にでき
るようなアトラクションがもう少しあった方が良かったと思う。
例年とは違い、アトラクションに参加してスタンプをためると 後の大
抽選会に参加できるカードをたくさん獲得できるやり方にしたので、例
年より各種目などのリピート率が良かった。チケットも前回までより当
日の売上げが良かった。



事業所名　　　【 】スポーツクリエイト　八千代スポーツガーデン　・・・④

具体的内容

【総評】

計画からスタッフに発表するにあたり、まずスタッフの誰もが趣旨を理
解して前向きに準備にあたることができるかというと疑問が残る。当日
のがんばりもそうだが、それまでの計画、準備のことを考えると相当の
時間を通常の業務以外に費やさねばならない。
 
しかし、終わってみればこのうえない達成感と参加者の楽しげな笑顔
が心に残った。スタッフ同士でもまた一つ理解し合えたと思う。
 
フェスタに限らず、スタッフ全員で何かをやるということの大切さを体感
した。八千代は、こうやって皆で前に進むんだということを深くスタッフ
の心に刻みたい。
 
楽しいことは、苦しいことや大変なことを乗り越えてこそ、味わいもまた
格別だということを定期的に味わうことにより、計画時の前向きな気持
ちをもっと膨らませてもらってスタッフ全員で取り組んでいきたい。フェ
スタの内容もだが、こちらの結束力のほうが大きな収穫と思う。

成　　　果

・普段とは違う皆様の顔が見られて、スタッフとしてとても充実感を感じ
　ました。爆発的な集客などは求めていません。少しずつでもいいので
　認知されていけばと思っています。これからも定期的な開催をすることに
　より、利用者の皆様にさらに付加価値をつけて地域に根付いた活動を
　行っていきたいと思います。



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

施設（インドアテニスコート・アウトテニスコート）を利用してイベント・
アトラクションを実施している。
　・スピードガンコンテスト
　・ストラックアウト
　・テニスナイン
　・射的ゲーム
　・スーパーボウル・ヨーヨーすくい
　・木工手作り教室
　・楽しいゲーム大会　　など

地域商店会と連携した屋台の出店もさせていただいてます。

(株)ユニコーンの経営理念にある「スポーツ事業を通じて楽しく健康的で

豊かな生活文化を創るための地域Ｎｏ１コミュニティとなる」を目的に毎年
感謝祭として地域社会との交流を深め、自治会・子ども会・地域商店会
とのコミュニティスペースを作り、地域社会の活性化を図っていく。

毎年来場数は８００名以上の皆様にご参加いただき、地域のイベントと
してコミュニティスペースとして地域社会に認知されています。
イベントを通じてテニスの良さをＰＲして、普及活動として成果を作って
います。
大人から子供まで多くの皆さんの笑顔に接し地域社会の活力に貢献
していると思っております。

(株)ユニコーン　スポーツゾーンジップテニスアリーナ

ジップフェスタ
毎年１１月２３日（祝）



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

■(財)日本テニス協会の支援

■地元自治会の主催と資金提供
■狭山市教育委員会の後援
■小学校１～６年生７０名の参加
■保護者も参加することが条件
　　→小笠原流礼儀作法の講演
■受講者にレポート提出

◆子供達に礼儀・挨拶の基本的マナーをスポーツを通して身につけさせる
　　教育
◆小学生にテニスの楽しさを知ってもらい将来テニス人口の増加を期待
　　する

・子供達の受動能力の大きさに驚く
・始め消極的な子供が慣れるに従って元気にボールを追う様になる
・親のスポーツ・礼儀に対する変化大きい
・継続して欲しい意見多い
　学校教育の中に取り込めないか検討中

月見野ローンテニスクラブ

マナーキッズテニス
８月２４日・２５日



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

■無料体験実施

◆学校へ中古テニスボールを寄付
◆フィットネス感覚の新しいテニスを提案
　　今までにテニスを経験したことがなくても楽しめる機会を提供する

学校と連携し地域社会との関係が深まった

上用賀テニスクラブ

テニスの日キャンペーン
９月１３日～１０月末日　毎土曜日



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

■ターゲット９を使用した的当てゲーム
■ショートテニス（特設コート）のミニゲーム
■飲料の販売

◆学校・地域商店会と連携を取ることで地域社会との交流を深める。
　　地域住民が運営側に加わり、イベントにも参加することによって地域
　　社会活性化を図る。
◆イベントを通じたテニスの普及
　　初心者向けのイベントも開催することによって、今までテニスを経験
　　したことのない人にテニスを始める機会を提供する。

・学校・地域商店会と連携し、近隣住民が運営側に多数加わることで
　地域社会との関係が非常に深まった
・参加者に新たなスクール生徒になって頂くようにスクールでの体験を
　勧める

自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

自由が丘女神まつり（１０月１１日～１２日）
駅前中央会テニスステーション（銀行駐車場）



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

①夏休み２日、春休み２日で中体連の行事のないところでレッスン日を
　　決定し、事務局から加盟クラブへコートとコーチの確保を依頼する。

②開講リストを中体連事務局へ送付。加盟テニス部への連絡をして頂く。

③申込は学校単位で近畿テニス事業協会事務局へ申し出る。

④事務局は調整し、各クラブへ参加者リストを送付する。

※400円/1日　　10：00～12：00　13：00～15：00
※古いボールを2ヶ/1人プレゼント

◆大阪府下の中体連加盟テニス部の新1年生を対象に、近畿テニス事業

　　協会大阪府下の加盟クラブでのレッスンを提供し「テニスの楽しさ」を
　　感じて頂き、10年後のテニスファンを創造する。

　　「幼魚の放流」活動

・2003年からこの活動を行っている。 近は新しい顧問の先生も参加し

　練習方法を覚えて帰られるようになった。
・成果は目では認められないが、効果はあると信じている

近畿テニス事業協会　大阪府内事業所　

中体連　「春休み・夏休み　テニス教室」

報告担当者：江坂テニスセンター　武田   整様



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

＊インドアコート（2面半）を使って運動会を行う。

　・ターゲットテニス　　　　　　・靴とばし　　　　・持久走
　・ラケット玉乗せリレー　　　・テニスクイズ　 ・大掃除ゲーム
　・玉入れ　　　　　　　　　　　　・綱引き　　　　　　etc

青・緑・黄・赤のハチマキを用意してスタッフがキャプテンになり、団体戦
形式で楽しむ。（3時間くらい）

◆誰でも参加できる。（テニスが出来ない人も参加）
◆保護者（ジュニア）との親睦が図れる。
◆テニスのレベルに関係なく楽しめる。
◆運動の楽しさ・悔しさを覚える。

・スタッフと保護者との距離が縮まり相互理解が深まった。
・毎年行うことで生徒が楽しみにしてくれる様になり、継続にもつながって
　いる。
・一度に60人くらいで楽しめるので効率よく経費がほとんどかからないの

　もメリット。

ブレントウッドラケットクラブ　

運動会　9月23日



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・近隣の小・中学校との交流を深める

・近隣住民がスクールの存在や地域社会への貢献を認めて頂きました。

コミュニティーアリーナ　久喜

中古ボールの寄付

・近隣の小・中学校にスクールで使用したボールを提供。
・近隣高校で無料レッスンの開講



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・地域へのテニスの普及
・地域の方々とのコミュニケーションの機会として

・地域の方々へのアピール
・沢山の子供達が来てくれてとても和やかな時間になった。
・既存のお客様への感謝祭としても喜んでいただいた。
・イベント後、体験レッスンに来てくださる方もいた。
・スタッフの結束力に効果があった。

(株)石井真テニスアカデミー　和光事業所

おかげさまで○周年！新春テニスフェスティバル
　　（1月初旬でレッスンカレンダーの調整可能な日）

◆キッズ・ジュニア・親子：　無料レッスン、的当て、遊び感覚で初めての
　　　　　　　　　　　　　　　　　子供や親子で楽しんでもらう企画）

◆一般（初めて～初心者）：　無料クリニック、的当て、ラリートライアル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【目標回数をクリアしたらプレゼント】

◆一般（中級～）：　コーチにチャレンジマッチ、的当て、ハンディ付コーチ
　　　　　　　　　　　　　に挑戦【負けチームは墨で顔にいたずら】

◆コーチvsコーチ：　選手チーム代表のエキジビションマッチ

◆おもちやフランクフルト、特価商品なども用意　



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・テニスの普及
・地域への貢献

・ボールの提供は会員を通じて行っておりご家族やご友人の方の入会を
　いただいている。
・職場体験は数少ない地域貢献の一つとして行っているが、参加生徒には
　必ずテニスを楽しんで帰ってもらっている。

(株)オージースポーツ　コスパ光明池テニスガーデン

通年

◆使用済ボールの中学校・高校への提供
◆無料体験レッスン
◆中学校の職場体験



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・テニスの普及
・地域への貢献

・地域社会への貢献は成果が見えてくる事ではないのでよくわからないが、
　その小学校や中学校からの生徒が多く通ってくれているのでテニスの
　普及にはつながっているかと思う。

ビッグKテニススクール吉祥寺

通年

◆近所の小学生への「朝日小学生新聞」の寄贈
　　　→使用済みボールの配布
◆小学校の社会科見学、中学校の職場体験の受け入れ
◆児童施設へのラケットの寄贈
◆周辺道路の清掃
◆夏休みのジュニアレッスンの開講
◆無料体験レッスン
◆子供安全ポスターの広告協力



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

①プロテニスプレイヤーへの世界への挑戦の機会を増やす。
　　テニス界の活性化

②地域貢献
　テニスの普及

①近隣の外国からの出場もありやりがいがあった。プレイヤーの事が
　　少し理解でき、今後に役立つ。一般の方達は普段なかなか接する機会
　　がないので喜んで頂けた。

②草の根の開拓になるように感じた。
　小学生などJrの参加が多かったのでこれからテニスに興味を持ってもらえ

　そうだった。

自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

①東京有明国際女子オープンⅠ2009　　（6/7（日）～6/14（日））

②自由が丘女神祭りテニスステーション

①トーナメントの運営・企画
　　プロテニスクリニックの開催

②ショートテニス　ゲーム大会
　ストラックアウト
　プロに挑戦ショートテニス



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

①プロテニスプレイヤーへの世界への挑戦の機会を増やす。
　　テニス界の活性化

②地域貢献
　テニスの普及

①近隣の外国からの出場もありやりがいがあった。プレイヤーの事が
　　少し理解でき、今後に役立つ。一般の方達は普段なかなか接する機会
　　がないので喜んで頂けた。

②草の根の開拓になるように感じた。
　小学生などJrの参加が多かったのでこれからテニスに興味を持ってもらえ

　そうだった。

自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

①東京有明国際女子オープンⅠ2009　　（6/7（日）～6/14（日））

②自由が丘女神祭りテニスステーション

①トーナメントの運営・企画
　　プロテニスクリニックの開催

②ショートテニス　ゲーム大会
　ストラックアウト
　プロに挑戦ショートテニス



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

学校での学習環境改善
部活動への支援

送付先には大変喜ばれていると思います。
 
次年度もボールの寄付活動は継続予定です。

スポーツクリエイト　高田馬場シチズンプラザテニススクール

中古テニスボール寄附
通年（不定期）

新宿区教育委員会へ中古テニスボールを寄付。
各学校に配布して椅子や机の脚に取り付け。　

筑波大学付属中学校硬式テニス部へ寄付。
部活動のボール購入費の負担減少。



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

イベントを通じてテニスを普及

小学生・中学生・一般の方・テニス未経験の方にテニスの良さ、楽しさを
伝えることができた

テニスラウンジ　知立

テニスの日　無料体験レッスン会
（平成21年9月23日）

初心者向けの無料レッスンの開講



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

イベントを通してのテニスの普及と地域社会との交流を深める

・イベントを通してテニスの楽しさというのが一番伝えることができた。
　又、親子参加型のイベントということで良い親子のコミュニケーションの
　場になった。
・気軽に参加でき当初の目的通りのテニス普及と地域社会との交流として
　良いイベントになった。

宝塚テニスクラブ

親子テニス大会
（5月5日・6日）

・親子無料レッスン
・親子でコーチに挑戦
・昔ながらのおもちゃづくり（風車など）



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

経験者、未経験者、高齢者、子供のテニス人口の拡大

・全て参加は無料

・地域に理解され「気軽に楽しめる倶楽部創り」をモットーに、
　多くの方に倶楽部を知って頂き、テニスを知って頂いた。 

・イベント終了後当日にスクール入会された方も実数で５名。
　後日入会は多数。

ＩＴＣユニバー神戸テニス倶楽部

９月下旬～１０月の活動
ナイターテニス祭り　９月２５日(金)
テニス経験者コート開放　９月１９日(土)
キッズテニス体験　１０月１０日(土)
子供テニス祭り　９月２０日(日)、２７日(日)

①無料ワンポイントクリニック
②初心者テニス体験 
③スピードガンコンテスト 
④的当てゲーム 
⑤ピーウィー体験テニス 
⑥スポンジボールでラリー 
⑦ポールキャッチにチャレンジ 
⑧テレビゲームでテニスにチャレンジ



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

① 未経験者、子供のテニス人口の拡大
② 地域小・中学校への協力 
③ 学校部活動への協力 
④ 地域小学校への協力 
⑤ テニス経験者へテニスの日を広める為 
⑥ 地域住民への普及とテニス人口の拡大

① 体験後テニスを始められる方は、１００％近くいる。 
② 先生の紹介で遠方の小・中学校からの依頼もあり喜ばれています。 
③ 中学校の野球部顧問からたいへん感謝されました。 
④ 子供が少しでもテニスに興味を持てればと思います。 
⑤ 参加した方からたいへん喜ばれています。 
⑥ 毎年７０名程の参加が有り満員御礼の大盛況です。 

スカイコート・リラＩＴＣテニススクール

① 毎週日曜 キッズテニス無料体験・初心者無料体験 
② 随時 各小・中学校へ中古ボール寄付
③ 随時 各中学校へ中古ボール寄付 
④ 随時 近隣小学校のテニス教室へジュニアラケット貸与 
⑤ ９月 テニスの日イベント（ボレーボレー大会） 
⑥ １１月 地域まつり参加（テニス教室出店）

① １時間の無料体験レッスンを毎週決まった時間に実施
② 学校の椅子の下に敷くボールを寄付する。
③ 近隣中学校の野球部へティ練習用にボールを寄付 
④ 学校で行われるスポーツ祭典でテニス教室がある時、
　　ジュニアラケットを貸す。 
⑤ 毎年９／２３前後に１週間対コーチと連続何回ボレーボレーが
　　続くかクラスで対抗戦 
⑥ 地域まつりが行われる際テニス教室を出店し（無料）レッスンを行う。 



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・近隣中学校テニス部への貢献 
・近隣小学校との協力関係強化 

・紹介によりテニス部の生徒がスクールに入会 
・学校前でのチラシ配り等がスムーズに行えるようになった。 

ＩＴＣ箕面桜井テニスクラブ

中古ボールの寄与　9月、11月
 ・近隣中学校テニス部へ寄与
 ・近隣小学校へ寄与　椅子の脚に付けるため 
 ・集中力アドバイザーに寄与　小学校での講義に使用するため 

①当ジュニアクラブの在籍者の通うテニス部への練習ボールに使用 
②小学校の椅子の脚用に使用 



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

未経験者、子供テニス人口の拡大

・多くの方にクラブを知って頂き、テニスを知って頂いた。 
・テニス教室終了後当日にスクール入会された方も多く、
  後日入会も多数。

ＩＴＣ京都西テニスクラブ

４月～１２月の毎週日曜日
子供テニス教室開催

・年長～小学生の未経験者を対象
・参加は無料



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

テニスの日の告知、未経験者、親子のテニス人口の拡大。

・参加料無料 
・上記のとおり、多くの方に参加して頂いた。
・親子テニスから３名、初心者教室から２名のスクール入会

ITC神戸インドアテニススクール

９月１７日～２３日 　 テニス祭り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参加者数
ターゲットテニス大会(9/20～9/23) 　　　　　 　 １５０名 
親子テニス教室(　〃　) 　　　　　　　　　　　　　  　６０名 
初心者テニス教室( 〃　) 　　　　　　　　　　　　 　 ４０名 
サーブ・スピード測定会( 〃　) 　　　　　　　　　  １００名 
全スクール生ボレーボレー大会(9/17～9/23)  ６５０名



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

経験者、未経験者、子供のテニス人口の拡大

・全て参加は無料
・簡単にゲーム感覚でテニスを楽しんで頂けたと思います。 
・親子で参加して頂くことで親子の話題作りにつながったと思います。 
・イベント終了後スクール入会された方　３名

ITCねぶ谷公園テニススクール

・子供テニス祭り　７月３０日（木） 
・親子テニス教室　９月２０日（日）
・中古ボール小学校へ寄付　ボール入れ替え時

①的当てゲーム 
②ボールころがし 
③的当てボレー 
④スポンジボールでラリー 
⑤初心者テニス体験



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

・テニスを始めやすい環境作り 
・テニス人口の拡大（親子で開催することによる）

・参加は無料 
・親子でテニスを楽しんでスクール入会にも入会 
・地域のイベントとして告知し自治会とも連携し継続して開催していく 
・近郊の方に当スクールをテニス以外でも楽しめる場所と認識していた
　だいた 
・全イベントから７名スクール入会 

大原山公園テニススクール

８月中旬～１０月までの活動予定 　 
８月：親子テニス教室 
９月：親子テニス祭り（開催希望） 
１０月：初心者テニス教室

８月の親子テニス教室は、親子でテニスを楽しんでいただくため。 
・親子でコートに入るテニスクリニック 

９月の親子テニス祭りは、テニスだけではなく、その他のゲームなども
同時に企画し、スポーツのお祭りにいくような感覚で楽しんでいただく。
 ・ミニミニラリー　・ターゲットテニス　
・親子二人三脚走など 

１０月の初心者テニス教室は、テニスを始めるきっかけ作りになるように。
 ・初心者のみのクリニック　・ターゲットテニス 



事業所名　　　【 】

活　動　名
（実施時期）

趣旨・目的

具体的内容

成　　　果

西区地域のテニス活性化の為、スクール付加価値 

・レディーストーナメント
　試合の場の提供をしてあげることにより、プレイヤーのモチベーション
　アップに一役買っています。
　空いているコートの稼働率をあげる効果があります。 

・短期テニス教室
　春休みの早朝を利用するので、子供達は一日を有意義に過ごせる。
　テニス未経験者に対してテニスをするきっかけとなっています。  

ITC西神テニスガーデンテニススクール

・西神レディーストーナメント－毎月第２・第４木曜日
・西神レディーストーナメント練習会－毎月第１・第３木曜日 
３月のイベント
春休み短期テニス教室 

試合の運営 
４日間の子供を対象とした早朝テニス教室 


