
名谷テニスガーデンのコートは広々。 その上今回ご紹介

する月曜日のこのクラスは、現在女性3名＋男性1名の

計4名と少数精鋭(?!)の贅沢なクラスです♪　とは言え普

段は振替受講の方々も来られ、賑やかに、和気藹々とテ

ニスを楽しんでいます。１1月に女性3人仲良く同じラケット

を購入し、今年の飛躍を誓って(?!)おられました。

　 "Joy"のお奨めクラス♪

　  第1回は､名谷テニスガーデン、

　  吉川ヘッドコーチがご紹介♪ 　 誰のラケットかわからなくなるのでグリップの色を　☞

　 変えてみました。　これでさらに元気にレッスン

　 できそうです。

Vol.Vol.Vol.Vol.

 気温は低くてもテンションは超高い子どもたち♪　第1回目 西神･名谷テニスガーデン スクール情報紙

 は西神テニスガーデン､月曜日のクラスをご紹介！ テニスを通して親子の時間を共有しよう！ を 発行日：平成24年1月1日 / 創刊号

 男の子､女の子の分け隔てなく、みんなでワイワイ騒げる テーマに､ITCテニススクール7校で開催しました｡ 発行人：㈱ITC 代表取締役　諏澤誠治

 楽しいクラスです。でも､テニスは一生懸命がんばってます！ 元気いっぱいのお子様に負けず､保護者の皆
企画・編集 ："Team Joy" プロジェクト

さまも大奮闘！ ホントお疲れ様でした♪

　元気と笑顔があふれ

「コーチも優しいし、テニスも楽しい！」 　るジュニアクラス♪

友達もたくさん出来て、毎週スクールに 　第1回は、西神テニス

通うのが楽しみです♪ 　ガーデン、川口コーチがご紹介！

人気の ☞

 ニューラケット 『Dual Coil SPT』 は、新素材 『セプト "ベリーケーキ" 　ラケットでボールをつくところから始まり、ボール投げ
 私たちITCが運営するテニススク

 ン®』 を各所に採用。『セプトン®』は、ゴムとプラスチ ケーキセットは 　的当てなど、ボールとラケットを使って色々な遊び
 －ルは「心と体の元気」を提供

 ックの特性のよいところを併せ持ち、対候性・振動 580円より。 　をしました！　みんな楽しかったねぇ～♪
 する事を使命だと考えています。

 吸収性に優れ、さまざまな分野で応用されています。
 そんな思いを少しでも地域の皆

 西神テニスガーデン内にOPEN！　有機栽培の豆を使用したこだわ  様にお伝えするために､西神テニ

りのコーヒーは大変飲みやすく好評です♪看板メニューは､神戸では  スガーデンと名谷テニスガーデン

珍しい『焼きカレー』！　くつろぎの空間でいかがでしょうか（*^_^*）  による､合同機関紙「Joy」を発

 行することとなりました。本紙を

 通して､スポ－ツの力の素晴らし

TEL＝078-992-3138
 さを､テニスの魅力や楽しさを発

営業時間＝9:00-18:00
 信してまいります。ご愛読ください

ランチタイム＝11:30-14:０0
 ますようお願い申し上げます。

定休日＝月曜日

●●●●ユニバーユニバーユニバーユニバー神戸神戸神戸神戸ははははココココココココがががが違違違違うううう！！！！ ★★★★「「「「倶楽部紹介倶楽部紹介倶楽部紹介倶楽部紹介DVDDVDDVDDVD」」」」がががが完成完成完成完成

  ● ITC神戸テニス＆フィットネス ● ITCテニスヒル仁川
お一人様でも安心の 　  ご希望の方はお電話､又は

  ● ITCユニバー神戸テニス倶楽部 ● ITC八尾インドアテニススクール ｺｰﾄﾏﾈｰｼｺｰﾄﾏﾈｰｼｺｰﾄﾏﾈｰｼｺｰﾄﾏﾈｰｼﾞ゙゙゙ｬｰｬｰｬｰｬｰ制度制度制度制度！！！！ 　　　 WEBから！

　★テニスが育む体の成長★
  ● 西神西神西神西神テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン ● 箕面桜井テニスクラブ

サウナ・ジャグジー・喫茶他

  ● 名谷名谷名谷名谷テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン ● ITC京都西テニスクラブ 充実充実充実充実のののの設備設備設備設備！！！！

  ● スカイコートリラ ● ITC木津川台テニスクラブ
アクセスは便利で楽々

  ● 大原山公園テニススクール ● テニスガーデン広陵 無料送迎無料送迎無料送迎無料送迎バスバスバスバス！！！！

  ● 掖谷公園テニススクール ● えばらインドアテニス

　文部科学省・日本体育協会 後援   ● 城北グリーンテニスクラブ ● ITC与野インドアテニスクラブ

 楽しみながら上達を♪

❤❤❤❤ I TCTCTCTC....テニススクールテニススクールテニススクールテニススクール ･ネットワーク 　 - 信頼と実績の16校 -

西神西神西神西神・・・・名谷 名谷 名谷 名谷 テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン 　　　　❤❤❤❤ 　　　　 テニススクールテニススクールテニススクールテニススクール生生生生　　　　募集募集募集募集！！！！★ ★ ★ ★ ★

 JUNIOR

体験体験体験体験レッスンレッスンレッスンレッスンはははは手手手手ぶらでぶらでぶらでぶらでOKOKOKOK！　　！　　！　　！　　ごごごご予約予約予約予約はははは WEB WEB WEB WEB 又又又又は おは おは おは お電話電話電話電話でででで！！！！

★ ★ ★ ★ ★

 CULB

 ●●●●The focus of  ”Tennis gear” ●●●●The focus of  ”SEISHIN NT.”

　❤テニスで育む心の成長❤

新素材『セプトン®』が実現した

＜＜＜＜SOFT POWER TOUCHSOFT POWER TOUCHSOFT POWER TOUCHSOFT POWER TOUCH＞＞＞＞

殻殻殻殻をををを打打打打ちちちち破破破破れるれるれるれる

少年少女少年少女少年少女少年少女をををを育育育育てたいてたいてたいてたい。。。。 1

 Tel : 078-975-3313 Tel : 078-975-3313 Tel : 078-975-3313 Tel : 078-975-3313

A COMMUNICATION MAGAZINE FOR TENNIS LOVERS
 WHO WANT TO KNOW WHAT FEELING.

 TENNIS

 SCHOOL

TENNIS SCHOOL

　　テニススクール情報誌 「「「「ジョイジョイジョイジョイ」」」」

JoyJoyJoyJoy ----歓喜歓喜歓喜歓喜----

2011.11.202011.11.202011.11.202011.11.20

　　　　●●●●カフェカフェカフェカフェ「「「「ベリーベリーベリーベリー」」」」

5555歳児歳児歳児歳児からのからのからのからのジュニアクラブジュニアクラブジュニアクラブジュニアクラブ

2
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3

地下鉄学園都市駅より徒歩15分 / 阪神高速北神戸線前開ICより3分

　　　　　　　　無料無料無料無料！！！！

ブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストン契約契約契約契約のののの

箭野箭野箭野箭野コーチコーチコーチコーチもおすすめもおすすめもおすすめもおすすめ♪♪♪♪

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 終身終身終身終身････年次会員募集中年次会員募集中年次会員募集中年次会員募集中！！！！ ITCITCITCITCのののの姉妹倶楽部姉妹倶楽部姉妹倶楽部姉妹倶楽部ですですですです♪♪♪♪



●はじめて･初級

 12月11日は、テニス！＆宴会！　超楽しいイベントで大盛り上がり♪       ITC Cup 全16校での予選大会→ブロック大会 ●中級･ゲーム

 普段はクラスがちがう人達も、みんな一緒になってすごく楽しい時間       Tennis →チャンピオン大会へと進む本大会｡  本紙をご持参の上、体験受講（要予約）して頂くと、お年玉 抽選を ◎キッズ（5-10歳位）

 を過ごすことが出来ました♫　テニスコートでは見れないコーチの一面も       Championships 我らが名谷テニスガーデンが大躍進！  1回引くことが出来ます。2012年最初の運試しにいかがでしょうか？ ◎ジュニア（小学生中心）

 あり、あのコーチがあんなことを・・・なんてことも(*^_^*)  はじめての方に安心、上級者にも満足のレベル別スクールです。 ◎ジュニアマスター / 軟式

 お買い物や､お仕事帰りのアクセスも良好♪　ジュニアなら軟式の

 10月1･2日にITCカップ名谷予選会が開催されました。 年に1度の  クラスもございます。　ITCは楽しみながら上達を目指します！

 この日を励みに、テニスを楽しみレッスンで腕を上げておられます。

 天候に恵まれテニス日和の中、  TEL TEL TEL TEL：：：：078078078078----991991991991----8255825582558255
【営業】平日9:00-21:30 1月 3校（名谷･西神･ﾕﾆﾊﾞｰ）合同親睦テニス大会

 初心･初級･中級･上級の各部で 　神戸市西区高塚台4-12            土曜8:30-20:10 2月 バレンタインカップ

 熱い戦いが繰り広げられました。
　地下鉄「西神中央駅」より徒歩約10分｡

           日曜8:30-17:20 3月 春休み短期レッスン / 親子テニス教室

 本大会は､コーチがコートにいるので

 初心の部でも安心！とか。又､試合

 だけでなく､大抽選会（ハズレなし）も

 あり、大いに盛り上がりました♪

●はじめて

本年も両テニスガーデンは活発に活動 ●初級・中級･ゲーム

して参ります。どうぞよろしくお願いします！
◎キッズ（5-10歳位）  本紙をご持参の上、体験受講（要予約）して頂くと、お年玉 抽選を

◎ジュニア（小学生中心）  1回引くことが出来ます。2012年最初の運試しにいかがでしょうか？

◎ジュニアマスター  はじめての方に安心、上級者にも満足のレベル別スクールです。

 体力・技術に合わせてお選びいただける4レベル！　ジュニアクラブは

 ITC独自の10等級制で、着実にレベルアップをはかります。

1月 3校（名谷･西神･ﾕﾆﾊﾞｰ）合同親睦テニス大会  TEL TEL TEL TEL：：：：078078078078----795795795795----8989898989898989 【営業】平日9:00-17:00

2月 バレンタインカップ 　神戸市須磨区友が丘9丁目
          土日9:00-17:00

3月 春休み短期レッスン / 親子テニス教室
  地下鉄「名谷駅」より徒歩約20分。（名谷テニスガーデン バス停前）

11月に"気持ちのいいあいさつ" 　◆種　 目：毎月第2木曜＝CD級・第4木曜＝BC級 BC級　優　 勝　菊繁･川高（ITC西神）

をテーマにあいさつ月間を実施。 　◆募集数：各18組（先着順）
DE級　準優勝　中島･荻野（ITC名谷）

両テニスガーデンでは､テニスの 　◆参加料：3,570円/1組

 私がコーチ業を志したきっかけは、高校時代と大学時代の恩師の影
技術面だけでなくマナーを大切

　◆お申込 ：先ずはお電話でご予約下さい。

 響です。私の尊敬する人でもあり、目指す人でもあります。  お二人
にしています。子どもたちの元気

 から一番学んだことは「考考考考えるえるえるえる力力力力」です。普段から何が目的かを考え
な挨拶に負けじとスタッフの挨拶 　　　　●●●●西神西神西神西神テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン会員募集会員募集会員募集会員募集！！！！ 　　　　●●●●レンタルコートレンタルコートレンタルコートレンタルコートのごのごのごのご案内案内案内案内

 て行動するように指導されました。目的をもった練習が習慣づくと、自
も気持ちよくなりました♪ ❤予約 ＝ 3ヶ月前より！　専用ダイヤル､又はあじさいネットにて♪

 然とテニスのプレーに表れ､洞察力､予測力がつき、自分の試合の勝 ❤料金 ＝ 平日1,400円 ・ 土日祝＝1,700円（1時間単位）

 ち方を見つけることが出来るようになりました。これからは、私も誰かを
他にも､かけっこ月間や投球月間､進級審査

❤営業 ＝  9:00-17:00 （6･7･8月は18:00まで）

 良い方向へと導いていけるように日々精進していきたいと思います。 月間も実施しています。また､ジュニアキャンプや  半年会員(全日)

 ★主な戦歴 / 関西学生選手権 単:Best4 ・ インカレ 単Best32・複16 ターゲットテニス等色々なイベントもございます♪
 半年会員(平日)

lose-up 現在、１児のパパで子育て奮闘中！！

shoot a close-up of an actor's face　-Vol. 1- 仮面ライダー、ウルトラマンにはとても詳しく

その辺の子ども達には負けない自信があり  Q: ブリヂストン 『Dual Coil SPT』 に使用している新素材は何？

ますよー♪ 　   ヒント：セ○○ン （本紙記事にあり）

本業のテニスの方はと言いますと・・・(*^_^*)  ★ 正解者より抽選で5名様に 『ベリーケーキセット』 をプレゼント♪

  箭野 昌之 ･ Masayuki Yano 全員に「一日一笑」を届ける為に、頭の中  ● お申込みは、西神･名谷テニスガーデンスクール

中は笑顔のことでいっぱいです。　テニスが 　　 フロントまで！ どしどしお待ちしています♪  締め切り：2月10日

　 ヘッドコーチ （西神テニスガーデン） 上達して『笑顔』、テニス仲間ができて

　 ブリヂストン アドバイザリースタッフ
『笑顔』、健康になって『笑顔』、私に会って『笑顔』？

たくさんの笑顔をこれからも引き出していけるように今後も頑張ります！

　俺、参上～♪レッスンは「最初から最後までクライマックスだぜ！」 テニスに少しでもご興味ある方、西神テニスガーデンでお会いしましょう。 　 張上げ日から１ヶ月以内に倶楽部内でのプレー中に､ガットが通常

　 使用で切れた場合無償で同じガットを張り替えさせていただきます。

　提供：カフェカフェカフェカフェ""""ベリーベリーベリーベリー""""クイズプレゼントクイズプレゼントクイズプレゼントクイズプレゼント

27,000円

たくさんのご参加、ありがとうございました。次回もお楽しみに♪　　イベントのご案内・ご報告はホームページにて公開中♪

 川口 川口 川口 川口コーチコーチコーチコーチのののの

チョットチョットチョットチョットいいいいいいいい話話話話

～私の恩師～

 ● ● ● ●皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの活躍活躍活躍活躍をごをごをごをご報告報告報告報告！！！！

078-991-2477078-991-2477078-991-2477078-991-2477

 平日会員

区分 備　　　　考

★更にお知らせメール登録で「お得情報」を Get!! ★

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　▼詳細はスクールにてご案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　▼詳細はスクールにてご案内

6,195円

    ガットガットガットガット張替張替張替張替ええええ安心安心安心安心サポートシステムサポートシステムサポートシステムサポートシステム

（ナチュラルガットを除く）

078-792-8080078-792-8080078-792-8080078-792-8080

年末、年始を除く平日に利用できます。

※料金は1ヶ月4回の受講料。5週月は1回加算となります。

　 ※敬称略

ユニバー神戸

レディストーナメント

おめでとうございます！　次回のご活躍も期待しています。

52,000円

 全日会員

4,410円

6,825円

 ★ ★ ★ ★西神西神西神西神テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン････レディストーナメントレディストーナメントレディストーナメントレディストーナメント

7,980円

4,410円

3,360円

C
スタッフスタッフスタッフスタッフのののの素顔素顔素顔素顔にににに迫迫迫迫るるるる！！！！

TENNIS  FORUM

 チャンピオン大会出場に

の岡田･服部組

利用は､全日・平日会員と各々同じ

スクールスクールスクールスクール生生生生のののの広場広場広場広場

66,000円

INFORMATION

34,000円 前期＝4月～9月 ・ 後期＝10月～3月

利用料金

年末・年始を除き､年間を通じて利用できます。

西神テニスガーデン

名谷名谷名谷名谷テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン

9,240円6,825円 7,980円

9,030円7,980円

※料金は1ヶ月4回の受講料。5週月は1回加算となります。

おおおお申込申込申込申込みはみはみはみは""""おおおお電話電話電話電話""""、、、、またはまたはまたはまたは""""WEBWEBWEBWEB""""でででで！！！！

❤❤❤❤キッズキッズキッズキッズからからからからシニアシニアシニアシニアまでまでまでまで！　 ！　 ！　 ！　 体験体験体験体験レッスンレッスンレッスンレッスン募集 募集 募集 募集 !!!!!!!!

名谷テニスガーデン

　　　　専用専用専用専用ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル

かっこいい"スポーツマン"になろう！

 ★ ★ ★ ★新春新春新春新春「「「「おおおお年玉年玉年玉年玉プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント」」」」をををを実施中実施中実施中実施中！！！！　（1月31日まで）

Seishin Tennis Garden

ITC Cup 2011. 東日本大震災復興支援大会

Myodani Tennis Garden

4,515円

6,195円

6,300円

❤❤❤❤    ❤❤❤❤    ❤❤❤❤　　　　　　　　テ ニ ス ス ク ー ル テ ニ ス ス ク ー ル テ ニ ス ス ク ー ル テ ニ ス ス ク ー ル 情 報情 報情 報情 報　　　　　　　　❤❤❤❤    ❤❤❤❤    ❤❤❤❤

平日昼間

INFORMATION

土日昼間

『『『『あいさつあいさつあいさつあいさつ月間月間月間月間』』』』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●ジュニアクラブジュニアクラブジュニアクラブジュニアクラブ通信通信通信通信--------　　　　....

 ★ ★ ★ ★新春新春新春新春「「「「おおおお年玉年玉年玉年玉プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント」」」」をををを実施中実施中実施中実施中！！！！　（1月31日まで）

7,875円

西神西神西神西神テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン

平日昼間 土日昼間コースコースコースコース

日本最大級のレベル別スクール生トーナメント

コースコースコースコース ナイター


