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東京有明国際女子オープンⅠ＆Ⅱ 2008 大会レポート
落とさず見事復
帰後初のシング
ルス優勝を果た
しました。クル
ム伊達選手の代
名詞であるライ
ジングショット
は、現役時代を
知らない若手選
手達にとっては
社団法人日本テニス事業協会と東京港埠頭株式会社と

初めて受ける

の共同事業体である有明テニス・マネージメントチーム

ボールとタイミ

が主催する、国際テニス連盟（ＩＴＦ）及び（財）日

ングの速さのよ

本テニス協会（ＪＴＡ）の公認大会『東京有明国際女子

うで、コートで

オープンⅠ＆Ⅱ２００８』が有明テニスの森公園で開催

立ち尽くすシー

されました。本大会は、国際大会の中では「女子サー

ンを数多く見ました。日進月歩のテニスの技術ですが、

キット」として位置付けられ、６月９日～６月１５日の

１２年前に世界から恐れられていたクルム伊達選手のラ

日程で行われた東京有明国際女子オープンＩ（賞金総額

イジングショットは、今のテニス界でも充分に通用する

＄１０，０００）、１０月２６日～１１月２日の日程で

ことがわかりました。また、クルム伊達選手と同じよう

行われた日本国内では４番目の規模の大会となる東京有

なプレースタイルの選手が今まで出てこないことから、

明国際女子オープンⅡ（賞金総額＄５０，０００）は、

誰も真似の出来ないクルム伊達選手しかモノにしていな

日本及びアジア各国だけではなく諸外国人のテニスプ

いスタイルだということがわかります。

レーヤーにとってグランドスラム出場やランキングを上
げるための登竜門的な大会になっております。

東京有明国際女子オープンⅡ２００８では、前大会に
引き続きクルム伊達公子選手、そして森田あゆみ選手・

東京有明国際女子オープンⅠ２００８では、１１年半

中村藍子選手など日本のトッププロが一同に介し、また

ぶりに現役復帰したクルム伊達公子選手が出場し、前年

台湾・オーストラリア・ロシア等など世界からも強豪選

度を遥かに上回る１万人以上の観客が有明に訪れ大盛況

手が集まりました。その中で今大会一番の注目の対決は

でした。復帰後本大会前までは、クルム伊達選手が出場

シングルス２回戦・クルム伊達公子選手対森田あゆみ選

した大会のサー

手の元日本のエースと次世代のエースの戦いです。たく

フェスが不慣れ

さんの方々が、平日にも関わらずこの一戦のために有明

な砂入り人工芝

に駆け付けました。第１セットは、クルム伊達選手が動

コートというこ

きの固い森田選手に何もさせず１ゲームも落とすことな

とで苦戦してい

く取りましたが、第２セットでは森田選手の伸びのある

ましたが、数々
の熱戦を繰り広
げ勝利を得てき
た有明のハード
コートに移って
きてからは、水
を得た魚のごと
く若手選手達を
危なげなく倒
し、１セットも
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いる東京有明国際女子オープン。前述の通り、特に若手
選手にとっては世界に羽ばたくためのステップとなる大
会です。東京有明国際女子オープンＩの後、クルム伊達
選手が来年は世界のツアーに挑戦すると表明しました。
続いて今大会で好成績を残し、世界の舞台で活躍する選
手がたくさん出ることをスタッフ一同願っております。
そして来年も開催を予定していますので、この熱い戦い
を会場やインターネット放送で多くのテニスファンの皆
様にご覧頂けるよう更に大会を盛り上げていきますの
で、ぜひご注目下さい。
ストロークが深く入り始めペースを握り取り返すと、そ
の勢いは第３セットに入っても止まらず攻め続けた結
果、０─６・６─２・６─１のスコアで見事勝利。これ

■東京有明国際女子オープン公式サイト
http://www.ariakeladies.org/

で波に乗った森田選手は、２００６年に引き続きシング
■インターネット放送「Ｍｏｔｔｏ

ルス優勝を果たしました。
東京有明国際女子オープンの他では中々見られない長

ｔｅｎｎｉｓ」

http://www.ea-la.tv/mottotennis/

所は、特別協賛の株式会社エアラが提供するサービスの
インターネット放送「Ｍｏｔｔｏ

ｔｅｎｎｉｓ」によ

るライブ中継です。初戦からライブで試合を視聴出来る
のは今大会だけです。このサービスにより会場に来られ
ない方もリアルタイムで試合を見ることができ、またラ
イブ中継だけではなく中継が終わった試合でもＰＣとイ
ンターネット環境があれば２４時間いつでも視聴するこ
とが可能で、試合以外の記者会見やレセプションパー
ティーの模様も見られるため、テニスファンには大変好
評です。
日本テニスの聖地である有明テニスの森を会場として
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２００８年「テニスの日」
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หࠗࡌࡦ࠻

ㇺᐭ⋵࠹࠾ࠬදળࠍਛᔃߦޔද⼏ળ᭴
ᚑ࿅ߩⶄᢙߢㅪ⛊ද⺞ࠍᢛ߃㐿


ߔࠆࠗࡌࡦ࠻ߢࠅޔද⼏ળ߆ࠄߪੱ
ޣችၔ⋵ ․หࠗࡌࡦ࠻ޤ

⊛‛⊛⾗㊄⊛ߥᡰេࠍⴕ߁ޕ
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̾КỶἫὅἚὉỴὅἃὊἚᴾ ἅἳὅἚ৷ቦᴾ


䊶

ో䈪ᄢ䈐䈭䉟䊔䊮䊃䉕ⴕ䈇䇮ฦ䉴䉪䊷䊦䈎䉌ฬ䈎䉕ᓙ䈚
䈩䈲䈬䈉䈎䋿

䊶

䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉕㘻䈐䈘䈞䈭䈇䉋䈉䇮ో㕙䊥䊆䊠䊷䉝䊦䉕䋣

䊶

ฦ࿅䊶ᬺᚲ䈻䈱䊥䊮䉪䉕䉅䈦䈫ᣧ䈒䈚䈩䈾䈚䈇

䊶

䊋䉾䉳䉋䉍⦟䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 22 ઙ

䊶

ળ႐䈮㘼䉎䊋䊅䊷䉇䉫䉾䉵䉕ήᢱ䈮䈚䈩᰼䈚䈇

䊶

䈎䉒䈇䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 18 ઙ



䊶

ᅢ⹏䈣䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 16 ઙ

ᲫᲭᲨ̾КǤșȳȈǛ͵ƠƯᑣƔƬƨໜŴӋьᎍƷӒࣖ   
䊶

ᲫᲪᲨȁȣȸȠƴƭƍƯ  ӋьᎍƷӒࣖȷɼ͵ͨƷॖᙸሁ 

䊶

ᅚᕈ䈮ᅢ⹏㩷 䊶䊶䊶㩷 5 ઙ

䊶

䉳䊠䊆䉝䊶ሶଏ䈮ᅢ⹏㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

᰼䈚䈇䈫䈇䈉ჿ䈏ᄙ䈎䈦䈢䇮⾼Ꮧᦸ⠪䈏Ⴧ䈋䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

ᤓᐕ䉋䉍ෳട⠪䈏Ⴧ䈋䈢䇮ᄙ䈎䈦䈢䇮㓸ቴ䈏Ⴧ䈋䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 8 ઙ

䊶

ታ↪⊛䈪⦟䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

䇸䊁䊆䉴䈱ᣣ䇹䉕⍮䈦䈩䉅䉌䈋䈢䇮⍮ᐲ䈏䈏䈦䈢䊶䊶䊶㩷 12 ઙ

䊶

䊁䊆䉴䈱ᣣ㒢ቯຠ䈭䈱䈪⦟䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ㅢᏱ䈱䉟䊔䊮䊃䉋䉍⋓䉍䈏䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

䊒䊧䉷䊮䊃ᔕ䈏⦟䈎䈦䈢䍃䍃䍃2 ઙ

䊶

䊗䊧䊷䊗䊧䊷䉕㗎ᒛ䈦䈩䈇䈢䇮⋓䉍䈏䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 7 ઙ

䊶

ᐕ䉋䉍ᣧ䈒ቢᄁ䈚䈢

䊶

䊗䊧䊷䊗䊧䊷ਇੱ᳇䇮ᣧ䈒⚳䉒䈦䈢ੱ䈮ਇḩ䈏䈢䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

ዊ䈘䈜䈑䉎䇮䉅䈉ዋ䈚ᄢ䈐䈇ᣇ䈏⦟䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 4 ઙ

䊶

䊁䊆䉴䈱㕙⊕䈘䉕⍮䈦䈩䉅䉌䈋䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

䇸⑂䇹䈫䈇䈉ᢥሼ䈏ਇⷐ䇮ህ䈣䇮䉻䉰䉟㩷 䊶䊶䊶㩷 4 ઙ

䊶

䊁䊆䉴ᧂ⚻㛎⠪䉇ળຬએᄖ䈱ੱ䈮ෳട䈚䈩䉅䉌䈋䈢䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

น⢻䈪䈅䉏䈳䉴䊃䊤䉾䊒ᒻᑼ䈏⦟䈇

䊶

৻ᗵ䈏ᓧ䉌䉏䈢䇮ᵴᕈൻ䈘䉏䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 4 ઙ

䊶

䊋䉾䉳䉕ᗂ䈚䉃ჿ䈏䈅䈦䈢

䊶

䉟䊔䊮䊃㐿䉇 PR 䈱䈐䈦䈎䈔䉍䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇮㩷 䊶䊶䊶㩷 5 ઙ

䊶

ઁ䈱‛䉅ᬌ⸛䈚䈩᰼䈚䈇

䊶

ෳട⠪䈮ᕡ䈮䈭䈦䈩䈐䈢䇮ቯ⌕䈚䈩䈐䈩䈇䉎㩷 䊶䊶䊶㩷 6 ઙ

䊶

㘃ૃຠ䈏䈅䉎䉌䈚䈒䇮⃟䈚䈘䈏䈭䈎䈦䈢䉋䈉䈣

䊶

ၞ䊶ㄭῂ䈻䈱 PR䊶䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈮❬䈏䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

䊥䊏䊷䉺䊷䈏Ⴧ䈋䈩䈇䉎

䊶

ⷫሶෳട䈏ᄙ䈒䉂䉌䉏䈢

䊶

䈬䈱䊧䊔䊦䈪䉅৻✜䈮ෳട䈪䈐䉎䉟䊔䊮䊃䉕⚵䉄䈢

䊗䊷䊦䈱䊥䉰䉟䉪䊦㩷 䊶䊶䊶㩷 5 ઙ

䊶

᥉Ბ䈱䊧䉾䉴䊮䈪䈲᧪䈭䈇䉟䊔䊮䊃䉕ታᣉ᧪䈢

䊗䊷䊦䉕ၞ䈱ቇᩞ╬䈻ነઃ㩷 䊶䊶䊶㩷 10 ઙ

䊶

䊧䉾䉴䊮ਛ䈱䉟䊔䊮䊃ታᣉ䈮ਇḩ䉕ṳ䉌䈜ੱ䈏䈇䈢

䊗䊷䊦䉕ሶ䈱்੍㒐䈮↪㩷 䊶䊶䊶㩷 1 ઙ

䊶

䊁䊆䉴䈱᥉䈮ነਈ䈪䈐䈢

䊗䊷䊦䉕 GSA 䈮ㅢ䈛㩷 ነ⿅㩷 䊶䊶䊶㩷 1 ઙ



䊶

䉯䊚䈱ಽ㩷 䊶䊶䊶㩷 12 ઙ

ᲫᲮᲨʻ࠰ Ჲ࠰ƷȆȸȞƸžȆȋǹᅛǓſưƠƨŵ   

䊶

䉼䊷䊛䊙䉟䊅䉴䋶䋦䈮ෳട㩷 䊶䊶䊶㩷 8 ઙ

䊶

▵㔚䇮ⓨ⺞᷷ᐲ▤ℂ㩷 䊶䊶䊶㩷 7 ઙ

䊶

䇸䊁䊆䉴⑂䉍䇹䈱䊁䊷䊙䈲⦟䈎䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 16 ઙ

ᲫᲫᲨ̬ؾμžǯȪȸȳǢȃȗ˺ٻſƀȆȋǹ FG ǨǳƁ
èӲʙಅȷ˳ׇưƷžǨǳѣſ
䊶

ෳട⠪䈮༑䉖䈪䉅䉌䈋䈢䇮ᭉ䈚䉖䈪䉅䉌䈋䈢䇮ᅢ⹏䈣䈦䈢䇮
䇸䉁䈢䉇䉍䈢䈇䇹䈫⸒䉒䉏䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 37 ઙ

èȆȸȞƴƭƍƯƷज़ेǍӒࣖǛƓᎥƔƤɦƞƍ

䊶

䊕䉾䊃䊗䊃䊦䈱䉨䊞䉾䊒㓸䉄㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

䇸䈱䈿䉍䇹䈏㔓࿐᳇䉕⋓䉍䈕䈢䇮⋡┙䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 7 ઙ

䊶

ㄭᚲ䇮ㄭῂ䈱ᷡᵴേ㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

䇸䈲䈦䈷䇹䈏㔓࿐᳇䉕⋓䉍䈕䈢䇮⋡┙䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 7 ઙ

䊶

ᜬ䈤Ꮻ䉍䈱ᔀᐩ㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

ᄢળ᩺ౝ䈭䈬䉕䌈䌐䉇䊜䊷䊦䈪䋨䊕䊷䊌䊷䊧䉴ൻ䋩

ᲫᲬᲨ
ƀȆȋǹƷଐƁƴƭƍƯƷƝॖᙸȷƝᙲஓ   
ᲢțȸȠȚȸǸƴ᧙ƠƯǋᲣ

㩷 㩷 㹤㩷 㩷 䉻䉰䉟㩷 1 ઙ㩷 䇮䊁䊆䉴ታ↪䈮ว䉒䈭䈇㩷 2 ઙ
䊶

䊁䊷䊙䈮䈤䈭䉖䈣䉟䊔䊮䊃ડ↹䈏᧪䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 5 ઙ

䊶

䉁䈪䈱䊁䊷䊙䉋䉍䉒䈎䉍䉇䈜䈒䇮PR 䈚䉇䈜䈎䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

䉟䊮䊌䉪䊃䈅䉍㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

㓸ቴ䈮❬䈏䈦䈢

䊶

䉁䈣䇸䊁䊆䉴䈱ᣣ䇹䉕⍮䉌䈭䈇ੱ䈏ᄙ䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 17 ઙ

䊶

ో䉪䊤䉴䈪䊥䊮䉪䉟䊔䊮䊃䉕ⴕ䈦䈢䈱䈪䇮⑂䉍䈱㔓࿐᳇䈮䈭䈦䈢

䊶

䉅䈦䈫 PR 䉕䈜䈼䈐䇮PR ਇ⿷㩷 䊶䊶䊶㩷 9 ઙ

䊶

䈍ቴ᭽䈮䈲䉁䈣ᩮઃ䈇䈩䈇䈭䈇

䊶

䉅䈦䈫䊜䊂䉞䉝䊶䊙䉴䉮䊚䈱ᵴ↪䉕㩷 䊶䊶䊶㩷 10 ઙ

䊶

䈱䈿䉍䈏↪䈪䈐䈝䇮⑂䉍䈱㔓࿐᳇䈏䈭䈎䈦䈢

䊶

䊁䊧䊎䈪䈱 PR 䉕㩷 䊶䊶䊶㩷 10 ઙ

䊶

䈲䈦䈷䉕ઁ䈱䉟䊔䊮䊃䈪䉅↪䈚䈩䈇䉎

䊶

HP 䈏䈨䉌䈇䇮䈩䈇䉎ੱ䈏ዋ䈭䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ㩷

䊶

䉅䈦䈫ᄢ䈐䈭䉟䊔䊮䊃䉕䈚䈩᰼䈚䈇

㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㹤㩷 䉇䈜䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 1 ઙ

䊶

䈭䈟䇸䊁䊆䉴⑂䉍䇹䈏䊁䊷䊙䈎⡞䈎䉏䈩╵䈋䈮䈒䈎䈦䈢䇮

䊶
䊶

㩷 ౕ⊛䈮䉒䈎䉍䈮䈒䈇㩷 䍃䍃䍃㩷 5 ઙ

䊘䉴䉺䊷䊶䉼䊤䉲䈮ᖱႎ䈏ዋ䈭䈜䈑䉎䇮䉅䈦䈫ᖱႎ䉕タ䈞䈭䈇䈫
䉅䈦䈢䈇䈭䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ᆎ䉄䈢䈎䉌䈮䈲䈚䈳䉌䈒⛯䈔䈩䈾䈚䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊁䊆䉴㑐ㅪએᄖ䈱႐ᚲ䊶䊁䊆䉴䉕䈚䈢䈏䈭䈇ੱ䈻䈱 PR 䉕䈜

䊶

䊘䉴䉺䊷䊂䉱䉟䊮䈏⦟䈎䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㹤㩷 䈇䉁৻䈧䇮䊁䊆䉴䈮ว䉒䈭䈇㩷 㵺㩷 3 ઙ

䈼䈐㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ
䊶

ᯏ㑐䈻䈱䈐䈎䈔䉕䉇䈦䈩䉅䉋䈇䈱䈪䈲



䊶

ౕ⊛䈭ౝኈ䉕౮⌀䈪⚫䈜䉎䈱䉅䉋䈇



䊶

ฦᬺᚲ䈱䈏ෳ⠨䈮䈭䈦䈢
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䈏䈭䈎䈦䈢ੱ䉅◲න䈮ෳട䈪䈐䈢

ᲫᲯᲨȆȋǹƷଐਖ਼ᡶңᜭ˟ǍƀȆȋǹƷଐƁƷѣƴݣƢǔ
ƝॖᙸǍƝᙲஓƕƋǕƹƝᚡλɦƞƍŵ

䊶

䊧䊔䊦䈮ว䉒䈞䈩䊗䊷䊦䉕ᄌ䈋䈢䋨䉴䊘䊮䉳䊗䊷䊦䉅ណ↪䋩

䊶

䈖䉏䈎䉌䉅㐳䈒⛯䈔䈩䈾䈚䈇䇮㗎ᒛ䈦䈩ਅ䈘䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 9 ઙ

䊶

৻ቯᤨ㑆䈮࿁᧪䉎䈎䉕┹䈦䈢

䊶

䇸䊁䊆䉴䈱ᣣ䇹䉕䉁䈣⍮䉌䈭䈇ੱ䈏ᄙ䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

ฦ䉮䊷䊃䈪৻⇟㐳䈒᧪䈢䊕䉝䉕ᓆ䇮⾨ຠ䉕䈚䈢

䊶

ฬ䉮䊷䉼䊶䊒䊨䉕ᵷ㆜䈚䈩᰼䈚䈇䇮ਛᄩ䈮䉍䈏䈤䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ೋᔃ⠪䈮䈲䈎䈭䉍ᛶ᛫䈏䈅䉎䉋䈉䈣䇯⚖⠪䉅⥝䈱ή䈮Ꮕ

䊶

䊙䊮䊈䊥ൻ䈮䈭䉌䈭䈇䉋䈉㩷 Ꮏᄦ䉕㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

⽼ଦ‛䈱ᒝൻ䇮ήᢱ䈪㈩Ꮣ䈪䈐䉎䉅䈱䈏᰼䈚䈇䍃䍃䍃2 ઙ

䊶

24 ᤨ㑆䊁䊧䊎䈪䇸ゞ䈇䈜䊗䊧䊷䊗䊧䊷䇹䉕ડ↹ᤋ䈚䈩䉅䉌䈋

䊶

3 ಽ䇮5 ಽ䇮10 ಽ䈫㆐ᚑ䊤䉟䊮䉕⸳䈔䈢

䈭䈇䈎

䊶

⛔৻䉟䊔䊮䊃䈫䈚䈩䈲⦟䈇

䊶

ో࿖䈪䈱䉼䊞䊥䊁䉞䊷䉟䊔䊮䊃䈱ታᣉ

䊶

ㅜಾ䉏䈢䊕䉝䈲ᓙ䈤ᤨ㑆䉕⸃ᶖ䈜䉎ὑ䇮䊗䊧䊷䊗䊧䊷䈱✵⠌

䊶

䉟䊔䊮䊃䈲࿕ቯൻ䈚䈩䈇䉎䇯ઁ䈱䉴䊘䊷䉿䈫ㅪ៤䈚ជ䉍䈖䈚䉕

䊶

䉼䊞䊷䊛⾼䈮䉋䉍䉰䊷䊎䉴䋨䈱䈿䉍ήᢱ㈩Ꮣ䋩䈏䈅䉍⦟䈎䈦䈢

䊶

㔍䈚䈇䈫⸒䈇䈭䈏䉌䇮ᭉ䈚䉖䈪䈇䉎

䊶

䊁䊆䉴䉕᧪䉎䈻䈱ᗵ⻢䉕ᔓ䉏䈭䈇ὑ䈱ᣣ䈪䉅䈅䉎䈫વ䈋

䊶

ታᣉ೨䈮䇮ᤓᐕ䈱㆐ᚑ⠪䉇ㄭ㓞䈱㆐ᚑ䊥䉴䊃䉕ឝ␜䈚䇮䉇䉎᳇

䈏䈅䉎
䊶

䈮ಾ䉍ᦧ䈋䈢

䉕༐

䈢䇯
䊶

1 ᐕ䈮 1 ࿁䇮䈖䈉䈇䈉ᭉ䈚䈇ᣣ䈏䈅䉎䈫䇮䈐䈦䈎䈔䉍䈮⦟䈇

䊶

䊘䉴䉺䊷䉕䉻䉡䊮䊨䊷䊄᧪䉎䉋䈉䈮䈚䈩᰼䈚䈇

䊶

ฦၞ䈪䉅⋓䉍䈕䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ᬺᚲ䉕䈋䈩ၞ䈪
ㄭ㓞䉴䉪䊷䊦䈏㓸䉁䉍䇮䉟䊔䊮䊃䉕䈚䈢䈇

ᦨೋ䈲 5 ಽ䉕⋡ᮡ䈮䇮䈠䉏䈪䉁䈣⛯䈇䈩䈇䈢䉌ᦝ䈮ᑧ㐳

䊶

ෳട⠪䈱ᔕ䈏ᒙ䈇


 ȜȬȸȜȬȸǛܱƠƳƔƬƨྸဌ 

䊶

⊝䈏৻ਣ䈫䈭䈦䈩ታᣉ䈚䈭䈇䈫ᶐㅘ䈚䈭䈇

䊶

ද⼏ળ䈫႐䉴䉺䉾䊐䈫䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱႐䈏䈅䈦䈩䉅䉋

䊶

ෳട⠪䉕䈦䈢䈏䇮Ꮧᦸ⠪䈏䈇䈭䈎䈦䈢䍃䍃䍃2 ઙ

䈇䈱䈪䈲䊶䊶䊶

䊶

ᤨ㑆䈏⏕䈪䈐䈭䈎䈦䈢䇯ᄢળㆇ༡䇮ᤨ㑆⊛䈏䈭

䊶

ೋᔃ⠪䈳䈎䉍䈭䈱䈪䊶䊶䊶3 ઙ

䊶

ᧂ⚻㛎⠪ኻ⽎䈱䉟䊔䊮䊃䈣䈦䈢ὑ䊶䊶䊶2 ઙ

䊶

ᤨ㑆䈫䉮䊷䊃䈱ㇺว䇮㔍䈚䈎䈦䈢䊶䊶䊶2 ઙ

䈇䊶䊶䊶7 ઙ

è μɟ૪ȜȬȸȜȬȸ˟ٻƴƭƍƯ

䊶

䉟䊔䊮䊃䈮ੱຬ䉕䈘䈔䈭䈇

⋓䉍䈏䈦䈢䇮ᭉ䈚䉖䈪䉅䉌䈋䈢䇮㕙⊕䈎䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 45 ઙ㩷

䊶

ᤓᐕ䈲ታᣉ䈚䈢䈏䇮⋓䉍䈏䉌䈝䇮㑆ᑧ䈶䈚䈢䈱䈪

㹤㩷 10 ಽ䈲㐳䈇䇮㔍䈚䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 25 ઙ䇮

䊶

10 ಽ㑆䈲㔍䈚ㆊ䈑䉎

㹤㩷 䊧䉾䉴䊮ਛ䈱ታᣉ䈮ਇḩ䈏䈢䇮൩䈭䈇䇮ᡰ㓚䉕䈐䈢䈜䇮㩷

䊶

䊧䉾䉴䊮ਛ䈮ᤨ㑆䉕䈘䈔䈭䈇䊶䊶䊶2 ઙ

㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䉇䉍䈢䈒䈭䈇䈫䈱ჿ㩷 䊶䊶䊶㩷 9 ઙ㩷 㩷 㩷

䊶

ળຬ䉅䉴䉪䊷䊦↢䉅᥉Ბㅢ䉍䉕ᦸ䉃ჿ䈏ᄙ䈎䈦䈢䈱䈪

䊶

ᕡ䈮䈭䈦䈩䈇䉎㩷 䊶䊶䊶㩷 4 ઙ

䊶

⊝䈏䉇䉍䈢䈒䈭䈇䈫⸒䈉䈱䈪

䊶

✕ᒛᗵ䈏ᜬ䈩䈢䇮㓸ਛ䈚䈢䇮ᣂ㞲䈣䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 10 ઙ

䊶

ታᣉ䉟䊔䊮䊃ౝኈ䈮䈠䈓䉒䈭䈇

䊶

㆐ᚑᗵ䈏䈅䈦䈢㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

᧪ᐕ䉅䈚䈢䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ

䊶

䊶

10 ಽ㑆䈱ಌ䈘䉕ታᗵ㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ᐕ䇱ᔕ䈏⦟䈒䈭䈦䈩䈇䉎㵺3 ઙ

䊶

䉅䈦䈫䊗䊧䊷䊗䊧䊷䉕䊜䊂䉞䉝䉇䌔䌖䈪ትવ䈚䈩᰼䈚䈇䍃䍃䍃4 ઙ

䊶

㆐ᚑ⸥ᔨຠ䈏䈅䉎䈫⦟䈇䇮ද⼏ળ䈎䉌䈎ㅍ䈦䈩䈾䈚䈇䊶䊶5 ઙ㩷

એ

㩷 㩷 㸠㩷 ో࿖䈱⍮ᐲ䉝䉾䊒䈮ᷓ䉁䉎䈱䈪䈲䋿䈫䈱ᗧ
䊶

䉅䈉ዋ䈚◲න䈭ᣇᴺ䉕䇮⺕䈪䉅᧪䉎ડ↹䉕㩷 䊶䊶䊶㩷 3 ઙ
㩷 㩷 㸠㩷 ో䈱ෳട₸䈏䈏䉎䈱䈪䈲䋿䈫䈱ᗧ

䊶

㘻䈐䉌䉏䈩䈐䈩䈇䉎䇮ᰴ䈱ડ↹䈱ឭ᩺䉕㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ᣧ䈒⚳䉒䉎䈫䈧䉁䉌䈭䈇䇮⛯䈎䈭䈇䈫ᔕ䈏ᖡ䈇㩷 䊶䊶䊶㩷 2 ઙ

䊶

ᓆ⁁䊌䉺䊷䊮䈏ᵴ↪䈪䈐䈢

䊶

䈲䈦䈷䈱ήᢱ⾉䈚䈚䉕䈍㗿䈇䈚䈢䈇

䊶

⾨ຠ䉕䈚䈢䉌⋓䉍䈏䈦䈢

䊶

10 ಽ㊄⾨䊶7 ಽ㌁⾨䊶5 ಽ㌃⾨䊶䈦䈩䉅䈇䈇䈎䉌 10 ಽ㗎
ᒛ䉎㩷 䊶䊶䊶䈭䈬䉥䊥䉳䊅䊦䈱⒳⋡䉕↪ᗧ䈚䈢

䊶

ೋᔃ⠪䉇䉳䊠䊆䉝䈮䈲䊗䊷䊦䈧䈐╬㩷 ઁ䈱ᣇᴺ䈮ಾ䉍ᦧ䈋䈢

䊶

䉴䊷䊌䊷䈱䈚䉅䈱ળ႐䈪ታᣉ䇯䉁䈪䊁䊆䉴䈮⸅䉏䉎ᯏળ
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経営勉強会“TOPGUN PROJECT 2008”報告
平成20年度事業計画に基づき、経営勉強会“TOPGUN PROJECT 2008”が平成20年10月28日（火）～29日（水）メルパルク新宿
において開催され、初日125名、２日目75名のご参加をいただき大変好評にて終了いたしましたことご報告申し上げます。
テーマ：～目覚めよ！危機感を持て！今こそ自分が成長する時！！～

平成20年10月28日（火）
１．講 演
「世界を目指すサッカー～言語技術とエリート教育～」
田嶋

幸三

参加者コメント：
・「世界基準」「言語技術」という考え方が素晴らしいと思っ
た。…５名
・熱い想い、サッカーに対する情熱が伝わりました。…５名
・ジュニア育成の参考になった。…４名
・言語技術については非常に考えさせられた。…４名
・早々に活用させていただきたいと思いました。…４名
・サッカーというスポーツの持つ歴史から来る、スポーツを通
じての人間造りを聞くことが出来、感謝します。
・感動しました。…３名
・サッカー界に限らず、スポーツ界共通の考えが参考になりま
した。…３名
・サッカー協会が実施していることで、テニスにも取り入れら
れる所が有ったと思います。…２名
・育成についてはテニスも共通しているが、サッカーの方が国
際的に幅広く進んでいる印象です。国内だけでなく、海外に
目を向けて真のエリートについて追求して行きたい。…２名
・非常に勉強になりました。…２名
・エリート教育について参考になった。…２名
・テニス界に必要な考え方であり、根底となる我々が変わらな
ければいけないことを理解しました。…２名
・自分で考える能力がまず大切であるということを改めて感じ
た。…２名
・サッカーは人気だけでなく、協会として普及への考え方がテ
ニスと全く異なり、進んでいる。“負けている！”と思っ
た。
・現場を知っていて、かつ知識に裏付けされており説得力があ
りました。
・協会の在り方、強化→育成→普及→指導者育成の重要性、熱
意が必要であると感じました。
・夢を見ることの大切さを感じた。
・なでしこジャパンに感動した！
・ジュニアを育てるにあたり、子供たちへの責任の重要性を感
じた。
・スポーツを好きになって続けてもらうための影響力が左右さ

れることの重要性を感じた。
・組織及びシステムがしっかりしているように感じ、テニス界
にも必要な項目がたくさんあるように思いました。
・論理を話すことの大切さ、論理を話すことで相手に意図が通
じて、練習がよりスムーズに行くことが分かりました。
・業界活性化のために見習うべきことがたくさんあったと思
う。
・スキルアップを図り、ジュニアの子供たちにも「しつけ」を
して行きたい。
など…

２．講

演

「テニススクール再生請負会社の想いとこだわり」
岡田

勲

参加者コメント：
・会社の人間として、フォアザチームの精神が、会社を大きく
して行くことを再確認しました。…６名
・全事業所統一のレッスンを実行することは難しいと思いま
す。それを実行しているその方法に共感しました。…６名
・会社一丸となっている様子が良く分かりました。…５名
・始めが肝心→スタッフ採用時の念押しが参考になった。…４
名
・人柄の良さが十分に伝わった。…２名
・テニスへの情熱が感じられ、それが何よりも重要だと感じま
した。…２名
・コミュニケーションの大切さを感じました。…２名
・穏やかな語りの中に、とても強い信念とテニスへの熱い想い
を持ってスクール運営をされていると感じました。…２名
・信念と想いを貫くことの大切さを感じました。…２名
・統一カリキュラムなど、私どもの方針とは反する指導スタイ
ルへの考え方は、しっかりとしたものをお持ちであることで
成功された今回のお話はとても参考になりました。…２名
・チーム一致団結の難しさを感じた。…２名
・社長の熱意は大切である。
・自分がリスクを背負い、コーチもアルバイトでなく、ほぼ社
員で運営していることに興味を持ちました。
・チームとしてのこだわりが素晴らしい。自社でもこだわりを
持って取り組んでみたい。
・出来ることを行って行くことが大切かなと思う。
・スクールの受託運営の基礎を学べました。
・ポリシーにこだわり、貫くことをバランスを取りながら実現
されていて、とても勉強になりました。
・クラブ運営も大変ですが、受託業務のご苦労も分かりまし
た。
・「基本方針の徹底」が大切だと思いました。
・会社の在り方、トップの考えがおもしろかった。
・手堅い経営、手堅い足固めに感動しました。
・リーダー像が見られた。
・個人ではなく、チームとして行動して行く方法を学びまし
た。
・会社を成功させていくための気持ち、創業時の熱い想いを常
に持ち続け、社内に浸透させる努力、難しさ、そして報われ
たときの喜びを伺えました。
・リニューアルするスクールで例として成功されていることが
参考になった。
・経営者としての真心と情熱を感じました。
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・お客様を心から大切に思う気持ちが伝わりました。
・会社全体をまとめるためには、まず社員教育からということ
は良く分かった。
・フロントへの思いが伝わり、とても環境の良さを感じまし
た。
・運営の具体的な組み立てが理解できた。
・スクール運営にはチームとしての結束力が大事になってくる
が、個人としてのモチベーションの維持が難しいのではない
か。
・「チーム団結」というキーワードを意識したいと思いまし
た。
・研修の大切さを改めて実感しました。
・テニススクールを再生し、集客をして行く事業を手がけてい
る大変さを知りました。
・テニススクール受託事業展開への思い、コンセプトが参考に
なりました。
・岡田氏の仕事への姿勢、熱意がオーナーさん達との関係を円
滑にしていると感じた。
・従業員の方々の社会的地位を高める考えに共感です。
・持ち味のあるキャラクターに安心感が持てる。
など…

３．講

演

「他業種からテニススクール業界への転職で見えたもの」
古賀

裕一

参加者コメント：
・具体的であり、聞きやすかった。…３名
・商品の見せ方の工夫、風景にならないように工夫したい。…
３名
・会社に帰ってやってみたいことがあった。…２名
・「自分を売る。その為には自分に投資すべき！」が印象的
だった。…２名
・ショップ販売に着手する考えが見つかりました。…２名
・当社でも今後は物販に少し力を入れて行きたい。…２名
・さっそく現場に持ち帰って実施したい物が見つかりました。
…２名
・商品販売について良く分かりました。…２名
・自分を買ってもらうという言葉が印象的であった。…２名
・自分を磨きたいと思います。…２名
・ラケット及びガットの販売促進について参考になりました。
…２名
・テニスだからという事よりも、それ以前に一般社会の当たり
前のことが重要だということを思い知らされました。
・他の業種からの目線で面白かったです。
・営業、物販という観点からのお話、とても参考になりまし
た。
・感性ではなく、ビジネス意識を持つこと。原価意識を持つこ
とが大切だと思いました。
・物販に関して大変興味があったが、「自分を売る」即ち、客

との人間関係を築くことが大事であり、そのためには自分を
磨かなければならないのだということが改めて分かった。
・コーチが一社会人・ビジネスマンに成りえて無く、その為の
努力をしないといけないと感じた。
・何かと驚きの部分が多く、考えさせられるお話でした。
・商品企画ＭＤの経験から、原価意識、数字を読み取る力、販
売促進のための売り場作り、告知の工夫などがテニス業界で
も大切との話、痛切に感じました。
・物販への心構えが足りなかったことを痛感しました。
・「キャンペーン」も大いに盛り上げ、コーチと共にもっと意
欲的に取り組んで行かねばと思いました。
・確かに営業マンとして、自分を売る努力は必要かと思う。
・上司になくて、自分にあるものは何か。スクールの雰囲気作
りの必然性を感じた。
・売り物は個人！自分自身に自信があるからやれたのでしょ
う。うらやましい。
・他業種から見たテニス界のポイントが見えました。
・自分を磨くことが全てに繋がるのだと思った。
・自分を売ることから物品販売の増大を通じて、ビジネスとし
ての観点が参考になった。
・「時間の投資」は必要だと思った。
・常日頃言われていることを再認識しました。
・身近なお話で、すぐに自分でも実行出来ること、興味深いお
話が聞けて良かったです。
・ショップの売上を上げるために、お客様へのアプローチの仕
方や把握すべきことが良く分かりました。ガット張替１本で
もすすめて行きたいと思います。
・当スクールのショップの売上で問題となっている現在、様々
なヒントを頂けた。
・緊張感が伝わりました。自分の時間を投資するように心掛け
て行きたい。
・在庫商品が少ないのにも関わらず、3000本のラケット売上が
あると聞いて非常に興味があった。
・スタッフへの落とし込みが大切と聞いて、お客様の方ばかり
目が向いていたので、再度検討しないといけないと思いまし
た。
・商品を売るための努力を見習いたいと思った。
・レジュメに沿っての講義だったので、とても分かりやすく聞
きやすかった。
・お客様の情報を如何に細かくピックアップして売上に繋げる
か、小さな機会も見逃さず実践で活かしていきたいと思いま
す。
・１つの目的、目標数値を明確にして、役割分担をしっかりし
て、コミュニケーションを良く取り、共有化に徹底したい。
・前職での経験を十二分に活かされていることが参考になりま
した。
・様々なキャンペーンを成功させるには何が大切なのかが分か
りました。
など…
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４．講
「TEAM

演
Ken’sの一歩。組織の変遷」

冨塚

拓彦

参加者コメント：
・ＴＴＰ精神は今後実行して行きたいと思いました。…３名
・非常におもしろいお話でした。…３名
・話が上手であった。…３名
・実行、検証、反省を繰り返すことの大切さを感じました。…
２名
・新しいことにチャレンジするときのイメージが伝わってきて
とても良かった。…２名
・大変参考になった。実践したいものもたくさんあった。…２
名
・社員一丸となって仕事に取り組む姿勢に感動しました。…２
名
・No. １からNo. 100までの組織体の考えは参考になった。…２
名
・取り組み→慣れになってしまってはダメ。等、エネルギッ
シュな思考が参考になります。…２名
・「スパッと止める」こと、「成功するまで･･･」続けるこ
と、参考になりました。…２名
・人柄が良く出ていて、楽しく聞くことが出来ました。
・スピード＝誠意を感じました。
・本当に実践しているからすごいと思います。
・実践が伴った内容で、自信を感じられる。
・自身の立場上、新しい企画等出しにくい体質の会社なので、
思い切って手を挙げてみようと思います。
・出来ることをやり切ることが大切なのだなと思った。
・クルーをまとめるために、会社のルール決めがしっかりして
いて参考になりました。
・継続することの大切さを感じました。
・独自の目線での物の見方が面白かったです。
・諦めないことが大切なんだなと思いました。
・想いを貫く、辞めない、ロジカルに考えるご自身の考え方が
素晴らしく、参考になりました。
・ＴＴＰ、情熱、やりつづけること、とても大変ですが、それ
を続けて行くことの大切さを痛感しました。
・情報収集力、行動力、発想力など、大変素晴らしく是非見習
いたいと思う。
・行動力と初志貫徹をしようと思いました。
・良いと思ったことはすぐ導入し、実行するという行動力が重
要だということが分かりました。
・“お客様の笑顔”を見るために、それぞれの立場・役割を認
識し、目標達成に向かって妥協しない強い信念を感じまし
た。
・自分も組織の中の人間として、自分がこれから先どうすべき
かとか、上司や部下への対応など参考となるお話を頂けまし
た。
・自分でまずは行動すること、やってみることが大事と感じ
た。
・役割を分かりやすく伝え、具体的にし、プロジェクトを進め

る。やってみる。詰めていく、ということが参考になりまし
た。
・バイタリティー溢れるお話でした。
・組織があり、役割がある。やはり大事なのはチームだと思っ
た。
・本当に具体的で分かりやすいお話でした。
・自社での内容を新鮮に見ることが出来た。もっと胸を張って
発表出来るよう日々精進します。
・身近な体験談が親近感があり、分かりやすかった。
・フットワークを軽く。こんな時代なので大切だと思いまし
た。
・色々なことにチャレンジしている方だと感心しました。
・“人を幸せに出来なければ、自分も幸せになれない”とても
良い言葉を聞かせていただきました。
・世間標準を目指すことはとても重要だと思う。良いことを真
似すること、直ぐ実行に移すことは出来そうで出来ていな
い。
・お話を伺って「働いてみたい」と思えるような会社だと思い
ました。
・社長の考えがしっかり伝わっていて、足並みの揃っている会
社だと思いました。
・No. ２の立場からざっくばらんに聞け、No. １の方と違った
見識でおもしろかった。
・会社自体をスタッフ全員で大きくしっかり作って行くという
考えは、当社も同じ考えでありますので共感できます。
・非常に事業センスの有る方で日々の努力を厭わない方なんで
すね。
・誰かから教わるということでなく、全て現場からクリエイト
されているとすれば感服です。
・TRY&ERRORの気持ちで色々なこと、企画に挑戦している
ことが分かった。
・組織としてベクトルを合わせるために、どんなことに取り組
んで行けば良いのかが見えた気がします。
・ちゃんとした仕事をしていると言えるような業界にしたいと
思った。
・おだやかな性格が出て、分かりやすい話でした。
・いいものをどんどん吸収して実行しているところが素晴らし
かったです。
・自分が仕事に対して積極的に取り組んで行けるかどうか、改
めて考えました。
など…

５．講

演

「フロントの教育とは～心を育てること～」花井

洋子

参加者コメント：
・花井さんの優しさが伝わってきました。…４名
・ちょっとした気遣いが大切なのだと再認識いたしました。…
３名
・フロントの大切さは重々分かっていますが、具体例でのお話
中心で、事業所でも役に立てたいと思った。…２名
・人に対する思いやり、温かさを感じました。…２名
・再度、フロント教育を見直すきっかけになりました。…２名
・常に気を遣いながら話をしている姿が何よりの参考になりま
した。…２名
・当たり前のことでしたが、それが一番大事で、一番出来てい
ないなと感じた。…２名
・フロント業務だけでなく、事業者にもここまで心のこもった
対応をされる方が居ると思うと、嬉しく思いました。
・ギスギスさを感じず、別世界の話のように心が洗えました。
・各県に１店舗作って、日本のテニスクラブのリーダーシップ
を取って欲しい。
・実践の中から得た接客の話が聞けて、大変参考になりまし
た。
・人生の醍醐味とは、人に喜ばれることの幸せだと思った。
・お客様がスクールに来るときに最初に通る場所はフロント。
フロントスタッフの最初の接客が大切。
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・常にお客様が温かい気持ちになれるような意識が必要と感じ
た。
・どうしてトイレ掃除が大切なのか分かりました。社長もトイ
レ掃除をすることに驚きました。
・理想的な話でしたが、現実的に自分の現場で徹底できない事
情があり、非常に悔しい思いをしております。
・フロントとしての立場から、私が気づかないことが沢山聞け
ました。
・コーチとして、会員様の退会の理由、悩みなどはフロントの
方からコーチに伝えていただくと、とても助かると思いまし
た。
・自分は接客の基本がなっていないと反省した。これから気を
つけたい。
・理想のフロントではあるが、それを教育出来る人間をまずは
養成して行かないといけないと感じました。
・感謝の気持ちの大切さを確認した。
・素敵なフロントの方です。是非またお会いしたいです。
・接客とは、相手を思いやることなのだと分かりました。
・フロント教育のとても大切なポイントを分かりやすく聞くこ
とが出来ました。
・お客様の立場、気持ちから考えれば、どう動けば、どう言葉
を掛ければ喜びにつながるかが良く分かります。笑顔も大切
ですが、とってつけたようなものはかえって逆効果かとも思
いますが…
・スクールの顔となるフロント業務に於いて必要な心得など確
認させられたこと、気付かされたことなどとても参考になっ
た。
・自分も含め、接客への意識を再度考えていかなければと思い
ます。
・何気ない気遣いについての感謝の気持ちを忘れないようにし
ます。
・施設を大切にする人は人を大切にする。７番目の神様の話を
スタッフに是非して行きたいと思いました。
・心を育てることは万事に通じることと思います。
・心からの接客とは、奥が深く、自主的に考え、動けることが
大切だと思った。
・フロントの役割について、運営面としてしっかりと考えてい
らっしゃると感じました。またそれを実行している事例は参
考になりました。
・他社のフロント像がどのようなものか、勉強になった。
・目線を合わせることの大切さを学びました。
・忙しいことを理由に挨拶を言葉だけで済ませてしまうことも
あります。姿勢・視線の大切さをもう一度考えたいと思いま
す。
・コーチとしての仕事が主だが、少ない機会だからこそより良
い印象を持っていただきたいと改めて思いました。
・フロント業務を改めて自分の目で確認し、スタッフと協力し
て改善して行きたい。
・接客に対する他のスクールの取り組みが良く分かり、とても
ためになった。
・常に思いやりの心を持つというのは、本当に毎日の積み重ね

が大切だと感じた。
・人に見られていることを意識して、プロとしての自覚を持つ
ことが必要。
・複数校を担当されているのに全てのスタッフを把握され、大
変だと思いました。
・ミーティングや会議が多く、現場に居られる時間が少なく
なってしまいますが、スタッフは足りているのだろうかと思
いました。
・優しい口調の中に強い芯を感じました。
・当社にも講師として来ていただきたいです。
・どれだけ技術を習っても、最終的には気持ちだと思うので、
勉強になった。
・心が優しい気持ちになった。
・女性ならではの細やかな配慮が嬉しい。
・立振舞のお話に加えて、休退会防止策、顧客の心理は参考に
なりました。
・明日からフロントスタッフに今日の話をしっかり伝えたいと
思います。
・フロントに限らずコーチの現場にも参考になる話がたくさん
ありました。
・施設管理を今一度見直したいと思いました。
・“ありがとうございます”という言葉の大切さを改めて感じ
ました。
・ハートがあり、真剣に一生懸命取り組んでいると思う。
・忘れかけていた大切な心の持ち方を学びました。いつもおだ
やかな気持ちを持ち続けていることはすごい。
など…

平成20年10月29日（水）
１．講

演

「やる気を引き出すシンプルなしかけ～こんな簡単なこ
とを実行するだけで会社・部下がみるみる変わる～」
白潟

敏朗

参加者コメント：
・今日学んだことを実践して行きたいと思います。…２０名
・分かりやすい講演でした。…３名
・分かっているようで実践していない、出来ていないことを行
う良いきっかけをもらうことができた。…３名
・会社としての在り方、上司としての部下へのモチベーション
をどう仕掛けていくか知ることが出来、実行に移したいと思
います。…２名
・改めて気付かされることが多く、漠然と捉えていたことが明
確になり参考になりました。…２名
・忘れていたことを思い出させていただきました。…２名
・仕事をしようというモチベーションは難しいことでなく、人
と人との正しいコミュニケーションによるものが大切だと痛
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感しました。…２名
・面白い内容で大変参考になりました。…２名
・社内の人間関係を確認する良い機会であった。…２名
・以前にも講義を聞いたことがあり、再度チャレンジしたいこ
とや前回聞いたことが分かったので頑張りたいと思いまし
た。…２名
・白潟講師の熱のこもった講義に、時間を忘れてしまいまし
た。毎年開催して欲しいです。…２名
・今回のセミナーでは「明日もう使える」具体例をいただけた
ので参考となりました。
・名前を呼んで挨拶、平等、公平な呼び方をして行きます。
・やる気UPアンケートを実施してみたい。
・早速明日から認関肯賞を心掛けて、スタッフとお互いの成
長、自己実現に向けて取り組みたい。
・出来ていないこともあり、反省・実践の必要を感じました。
・難しく考えるのではなく、本当に簡単に考えることが参考に
なりました。
・チームの活性化に必要なスキルを具体的にご指導いただき、
またすぐに実践できる内容であることから、よくまとまった
内容の講義であったと思います。
・リーダーとしてあるべき姿を勉強できる良い機会でした。
・より多くの見本(デモンストレーション)があると良いと思い
ました。
・自分を見つめ直し今後の仕事に役立てたい。
・立場上叱ることはあってもほめることは少ない気がした。
・具体的にどうほめてどう叱るかを分かりやすくご説明いただ
き大変勉強になりました。
・自分の未熟さに負けました。
・部下を「やる気にさせる」「育てる」のは「子育て」に似て
いると思った。
・「デキる上司」を読ませていただきました。実施していると
ころですが、本日講義を受けてより分かりやすく、また機会
があったら受講したいと思います。
・以前より書籍等で興味を持っていたので、講義を実際に聞け
て満足です。
・基本をおろそかにしてはいけないということを学びました。
・部下としての「こうしてほしいな」という気持ち、思いが代
弁されているかのような講義でした。
・生徒さんに対してこのしかけは使えるなと感じました。レッ
スンで活用します。
・言葉に出すだけでなく、色々な形で相手に感謝の気持ちを伝
えることはとても大切だと思いました。
・大きな目標を達成する前に、小さなことをまずやらなくては
ならない。その為の具体的な方法、考え方について教えてい
ただけました。
・普段当たり前に行っていた行為が、相手の心理を全く無視し
ていました。
・自分のモチベーション向上に役に立ちました。
・スタッフだけでなく、お客様の更なるやる気の向上も考える
ことが出来た。
・資料の最後まで話をお聞きしたかったです。

・グループワークも、考える機会を得られて良かったと思う。
・叱るという行為が難しいのと、叱ること自体今の学生達が慣
れていないという事実に気付かされた。
・世代の違いを乗り越えられそうです。
・ほめることを忘れずに事務にあたりたい。
・どのようにしたら部下に思いが伝わるか難しいポイントでし
たが、少し世界が広がった気がしました。
・社員がやる気になる理論は知っておくべきだと思いました。
・無意識に出来ていることや、少し気になっているがつい適当
になってしまっていること、どうしてやるかをしっかり教え
ていただきました。
・人間は感情の生き物なので、根本の部分を大切にし、会社と
しての明確なシステム作りをして行きたいと思います。
・内容も話し方も勉強になりました。
・次回は幹部育成の「３種の神器」をセミナー等に取り入れて
いただきたい。
・色々な仕掛けを何度も実行して身に付けて行きたい。
・自分がやってしまっていることが多く、ヒヤヒヤしました。
・今日勉強したことで自信を持っていこうと思います。
・シンプルな仕掛けをいくつも教えていただいたので、スピー
ディーに実践できそうです。
・普段行っていること、考えていることが正解だったというこ
との再認識と、新たなことの認識が出来て有意義でした。
など…

２．講

演

「ポジティブリスニング～相手の心を開く聴き方を身に
つけるためのシンプルなしかけ～」
喜内

瑠奈

参加者コメント：
・聞く(聴く)ことの重要さを再認識できました。…１７名
・「聞き上手」自分の中でいつも頭では分かっているが、なか
なか上手く出来ないことでした。…３名
・学んだことを明日からの仕事に活かして行きたいと思いま
す。…３名
・今まで意識して人の話を聴いていたつもりだったが、80：20
ではなかったように思います。今後もう少しじっくり話を聴
こうと思います。…２名
・反省させられる点がいくつもありました。…２名
・自分も含め社内全体でお互いに気をつけて行くことで、コ
ミュニケーションが高まり、雰囲気が良くなると感じた。…
２名
・「話すこと」にも「聴くこと」同様のスキルが有ると思うの
で、是非お聞きしたいです。…２名
・どうしても発信が多くなってしまっているのが現状です。…
２名
・改めて自分の聞く姿勢を振り返る良い機会となりました。…
２名
・事業所内で実践できるようにしたいと思います。…２名
・とても楽しみながら「聴き方」について学ぶことが出来た。
…２名
・テクニックだけでなく、内容の伴った聞く態度や相手との意
思疎通技術を得る努力をしたいと思います。
・「聴く」と「聞く」なんとなく分かっているが、日常では
「聞く」動作が多いことに気付くことが出来ました。
・話す以上に聴くことの重要性を気付かせていただき、また具
体的な聴き方を教えていただき、参考となりました。
・相手の立場に立ち、相手を気持ちよくさせながら相手の本心
や、持っているアイデアを引き出すヒントとして、利用させ
ていただきたいと思います。
・聴き上手は相手の心を癒やすことに繋がることを学びまし
た。
・沈黙をこらえることを実践したい。
・本当の意味で相手の話を聴けるようになると、日頃問題とし
ているスタッフのやる気、お客様が何を私たちに伝えたいと
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思っているのか良く分かってくると思えました。
・自分なりのスイッチを見つけて心から聴く、全身で聴くよう
にしたいと思いました。
・自分だけでなく、職場でも教育して行きます。
・無意識にやってしまっているネガティブリスニングに気をつ
けなければならないと思いました。
・以前も別研修を受けたことがありますが、かなり詳しく内容
を理解できました。
・聴くということの段階で次ステップの講義を行っていただき
たい。
・積極的傾聴について、じっくりと勉強させていただきまし
た。
・このセミナーを通じてたくさんの共感を覚えました。
・日頃の実行、努力で「聴く」ということを身につけて行きた
い。
・実践する良いきっかけをもらうことができた。
・相手あってのものなので、全てに対応は出来ないかなとも思
いました。
・最後まで人の話を聴くには「最後までそのまま素直に」とい
うことが分かった。
・これからはしっかりとスタッフの話を聴き、聴き上手になれ
たらいいと思う。
・基礎的なテクニックはマナーに近いものであり、心が入れば
自然に出来てくるものだと思う。
・ポーズばかりにこだわることなく、心から向き合って取り組
んで行こうと思います。
・仕事の内で一つチャレンジしようと思うことが発見できまし
た。
・参画型の講義は改めて刺激になりました。
・相談に対しての聴き方にも注意を払って行きたいと思いまし
た。
・経営者として「聴く」ということを軽視している自分に気が

付いた。
・日頃あまり意識していなかった部分が大切だと思った。
・多くのお客様に好印象を持っていただくために努力して行き
たいと思います。
・日常生活、仕事上で意識していることもありましたが、まだ
まだ出来ていないなと改めて考えることができました。
・真に心の入った聴き方、相手と心を通わせる会話の仕方を理
解できました。
・全体的にとても易しい講義でした。実行すべく頑張ります。
・早速取り組めることを発見でき、感謝しております。
・勉強になりました。
・他社とのコミュニケーションを良好にするためのリスニング
能力の必要性が良く理解できた。
・商談などにも適用出来る事例が良かった。
・上に立つ者は必ず身に付けなければならないことだと思いま
す。
・スタッフが話しかけやすくなるよう努力して行きたいと思い
ました。
・スタッフとの距離が縮み、チームを一丸にまとめられそうで
す。
・自分の聴く力の足りなさを実感した。
・ボディリスニングについて色々参考になりました。
・自分も相手の話を聴くのが苦手なので、聴くスイッチを作り
たいと思います。
・仕事上ばかりでなく、これからの人生にも役立つことと思い
ます。
・相手のことを考える気持ちになるように普段から自分自身に
意識を向けて、それがアウトプットされる時、非常に重要な
ファクターに成りえると感じました。
など…
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組織委員会活動報告

組織委員長
お世話になっています。組織委員長の中山和義です。
組織委員会ではがんばっていただいているスタッフと

中山

和義

⑥研修委員会と合同の定例勉強会を開催しました。
（非加盟事業所参加可能）

一緒に『どのようにすれば新規の入会クラブ、スクール

９月２６日(金)

販促セミナー

を増やすことができるのか？』、『どうすれば加盟の皆

講師：コンサルタント

さんにさらにお役に立てる事業協会にできるのか？』と

（出席者３６名、内非加盟１６名）

いうことをテーマに活動させていただいています。既に

 非加盟事業者の皆様にメールでセミナーのご案内を

実行した活動についてご報告させていただきます。

することにより、多くの非加盟事業者の方に参加いた

森

晴基氏

だきました。チラシの作り方を中心に説明させていた
①加 盟会員事業所に対し、JTIA活動内容に関するアン

だいたセミナーの内容も分かりやすいと好評でした。

ケート調査
 加盟事業所の皆さんに対してテニス事業協会に期待

⑦税制委員会と合同の定例勉強会を開催しました。（非

していることやお役に立っていることなどをお聞きし

加盟事業所参加可能）

ました。

１１月５日(水)
講師：税理士

②J T I A ホ ー ム ペ ー ジ 「 入 会 に 関 す る ペ ー ジ 」 の リ
ニューアルをしました。

税制セミナー
岡

良二氏

（出席者２３名、内非加盟１名）
 残念ながら非加盟事業者の出席は少なかったですが
テニス事業者が知っておかなければいけない税金につ

③非加盟事業所への訪問勧誘活動
（７月１４日町田方面、９月３日八王子方面）

いて分かりやすく理解できたというご意見が多かった
です。

 東京の非加盟事業所を訪問してテニス事業協会への
要望や加盟していない理由を調査し加盟を薦めて来ま
した。

⑧テ ニス専門誌（月刊スマッシュ）に11月号より毎月
JTIAのページ枠を設けてもらって、テニス事業協会
の活動を紹介してもらっています。

④賛助会員の皆様に会員の方に提供できるサービスをご
提示いただきました。

会員の拡大は組織委員会だけでできる活動ではありま
せん。毎月、多くの委員会や部会で勉強会を行っていま

⑤非加盟事業者のリスト整備

すのでぜひ、お知り合いの方をお誘い願いたいと思いま

 メールアドレス、FAX番号を調べてリストを作成

す。また、各地域で勉強会や懇親会などを実施していた

しました。

だけるとありがたいです。ご協力をお願いします。
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地区紹介

「サービスが出来ない子供達のテニス大会」
北海道テニス事業協会会長

蒲生

清

北海道テニス事業協会では、屋外シーズンの始まりの

はルールを守りマナーを守って気持ち良く試合をする事

５月と終了する１０月との年二回、「牧野杯：初めての

です！」。そしてスクールと同じようにランニングや体

ジュニアテニス大会」という小学生の中でも試合経験の

操の後に簡単な練習を行い、スタッフが実際に試合を

ない子供達や中々勝てない子供達を対象にしたテニス大

行って試合方法とルール、マナーを教えます。その間、

会を二日間にわたって開催しています。大会名にもなっ

私は我子の初めての試合を観戦に来られる多くの家族の

ています牧野良一氏（故人）は札幌の出身で、JPTAの

方にお願いします。「これからコートの中では色んな事

常務理事や顧問を永年にわたり務められ、引退後は札幌

が起こります。ジャッジミスやカウントの間違い、怒っ

にお住まいになり、我々も大変お世話になりました。牧

たり泣いたり。家族の皆様も助けてあげたいかもしれま

野氏が生前子供達に語っていた「君達が今流している汗

せんが、これも大切な社会勉強ですので何も言わずに温

と涙は、世界で活躍するトッププレーヤーと何も変わら

かく見守ってあげて下さい。そして声援はたくさんして

ないんだよ！」というメッセージとその遺志を継いで、

あげて下さい。」

札幌市内のテニス業者が協力して開催するようになり、

この大会には全テニスメーカーから多くの協賛を頂い

早１０年になります。現在では北海道のジュニアにとっ

ております。この場をお借りして御礼申し上げます。今

て、協会主催の公式大会に出場する前の登竜門となり、

後もこの大会を、札幌の仲間と一緒に続けていきたいと

この大会でデビューした数多くの選手が全国大会へと巣

思っています。

立っております。
試合は多くの対戦を経験してもらうため１０分打ち切
りの時間制で、リードしている方の勝ち。中でも１０歳
以下の「サービスの出来ないクラス」では、スタッフが
子供達に球を出してからのラリーでポイントを数えるの
ですが、いつも定員一杯の子供達が参加します。
開会式では、私が当協会のセミナーで学んだ「目標と
目的」の話しを引用して子供達に質問します。私：「今
日の目標は何ですか？」、子供達：「…沈黙」。私：
「それは１ポイントでも多く取って相手に勝ち、優勝す
る事です！」。私：「でももっと大切な事があります。
それは何ですか？」、子供達：「…沈黙」。私：「それ
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コーチへの提言

走れ！汗をかけ！声を出せ！
（社）日本テニス事業協会

副会長／

高木工業（株）取締役スポーツ事業本部長
私はコートに入ったら、全力を出して一生懸命やるの
が好き！

中嶋

康博

い！足がラリー中、そして球出し中も止まることがない
のです。常に一生懸命どんなボールでも返してやろうと

一生懸命やっていると、汗をかいているし、声を出し

いう姿勢が見えますし、励ますこと、特に場を盛り上げ

ています。コートではできるだけ走って行動しようと

るおしゃべり、ユーモアは素晴らしい。準備体操も率先

思っています。レッスンの始めの球出しでカゴに行くの

してやってくれます。何でも頼んだことは気持ちよく引

も生徒さんを待たせないよう小走りで行くし、アドバイ

き受けてくれます。

スの時も呼び寄せるより自分からかけ寄ろう、ボール拾

もう一人紹介します。私共のコーチで５０才を過ぎて

いも自分が率先して集めよう、危険なボールを素早く取

いる市瀬コーチのレッスンは、学生時代から見ています

り除こう、というようにコート上では走ることを心掛け

が、常に一生懸命、いつ見ても変わりません。やはり

ています。そうすると汗を一杯かくので生徒さんに一生

常に動いているし、大きな声で褒めたり、励ましたり、

懸命さが伝わるし、生徒さんの動きも良くなるし、クラ

毎レッスン笑顔です。レッスン毎に必ず汗びっしょりの

スの雰囲気も良くなる。自分自身でも汗を一杯かくと、

シャツを着替えています。全身でレッスンしています。

やったという充実感があります。そして、テニスも上手

この一生懸命さに生徒さんは魅かれているのです。最近

になります。どんなボールでも飛びついて返すというこ

レッスン会場が変わったのに、アッという間に人気コー

とは生徒さんに喜んでいただくだけでなく、守備範囲が

チとなり、「市瀬コーチにずっと習いたい」、「市瀬

広がるし、いくつになっても軽快に動ける、若さを保て

コーチのクラスに変わりたい」という声で一杯です。私

る要因でもあります。コーチが元気良く声を出している

はＶＩＰＴＯＰグループ、コーチ約２００人の中で、市

と、生徒さんも元気良く、活気のあるレッスンになり、

瀬コーチがピカ１のコーチだと思います！！

雰囲気も良くなってきます。
私は松岡修造氏のレッスンが大好きです。以前、テニ
スの日で担当になったのですが、すごく一生懸命なので

ラリーの時、アウトだとボールを追いかけずに口だ
け、あ～だ、こ～だとアドバイスしても人は動きませ
ん。自分を映し出している鏡は正直です。

す。コート上では大きな声でわかりやすくはっきり指

人に動いてもらいたかったらまず自分が動かなかった

示されますし、動きがテキパキしていて、あっという間

ら、楽しくしたければまず自分が楽しまなければ、レッ

に生徒さんの動きが変わります。あれは名前だけでなく

スンは楽しくなりません。そんな当たり前のこと、そ

修造氏の本気が生徒さんに伝わり、やる気にさせてしま

んな基本を忘れているのが今のテニス界。手抜きレッス

うのです。もっと驚いたのは、マネージャーに言われ

ン、なぁ～なぁ～レッスン、オートメーションレッスン

て1時間の休憩時間を取ったのに、握り飯をほおばりな

が多いといわれていますが、マニュアル通りではなく、

がら、コートからコートへの移動はすべてかけ足なので

一人一人のお客様に「この人のテニスをこうしてあげ

す。足の短い私はついていくのに苦労しました。

たい！」という想いで心のこもったレッスンをしていれ

福井烈さんのレッスンも大好きです。この方もすご

ば、不況なんて恐くない！！
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私が目指すフロント
（株）ニッケインドアテニス
私が目指すフロントは、温かい優しいフロントです。

社員の意見

花井

洋子

Aさん：自信がなかったり不安になると

親しみのある優しい笑顔でお客様をお出迎えし、安心感

下を向いてしまいます。お客様

と信頼感のある言葉遣いでおもてなしする。そこには

にも不安を与えてしまっていま

さりげない温かな優しいひと言が添えられ、お客様の心

した。

を和ませる。お客様からの質問や要望に対しても親身に

Bさん：一 人旅をした時、ホテルの方の

なって伺いお応えする。そしていつでもフロントのカウ

対応や笑顔、そして目を見て話

ンターから出てそっと歩み寄る優しい気持ちを持ってい

してくれたことにより安心感を

る。そんなフロントが理想です。

覚えました。

温かい優しいフロントになるには、心を育てることが

Cさん：下 を向いて作業をしてしまった

大切だと思っています。その取組を一つご紹介します。

時、お客様から声を掛けられる

月に一回、全校のフロント社員が集まり自分自身を見つ

事があります。これではいけな

め直す機会を作っています。接客やサービス、社員の役

いと思いました。

目などをテーマに、毎回社員の一人が今一番大切にして

意見を発表してもらいますとたくさんの気付きを得る

いることと関連のある書籍を選び、その内容を紹介しな

ことができます。嬉しかった体験やお客様に失礼があっ

がら意見交換をしていきます。

た事など確認や反省ができます。また、社員から各校の

例えば「一流のサービスマンは目線を常に上げてい

スタッフへ大切なことを伝える方法も学ぶことができま

る」～頭は下げても目線は下げません。目線を下げる人

す。なにより私自身が伝え方を一番勉強させてもらえて

はお客様から逃げています。相手の表情を見て気持ちを

います。

感じることが大切です。相手の表情を見ていたら、目線

一人の人間として、してもらって嬉しい事をし、され

はいつも下がりません。

て嫌な事はしない。温かい優しい心をフロントの仕事を

このことに対してどのように感じたかを意見交換をしま

通して育んでいきたいと常日頃思っています。

す。
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アメリカテニス事業協会（USTIA）情報

アメリカテニスフォーラム2008
年1回、夏にニューヨークで開催される『アメリカテ
ニスフォーラム』では、今年もアメリカテニス事業協会
会長 Mr. Dave Haggertyやアメリカテニス協会 コミュ
ニティーテニス ディレクター Mr. Kurt Kampermanな
どによるアメリカテニス市場の動向、テニスユーザー調
査の結果報告、新プログラムの状況や最新ニュースなど
の発表が行われました。

2. テニスボールの出荷数
a) 2003年～2007年の４年間に15％増加。
b) 2007年～2008年の出荷数は、やや減少。
3. 小売店でのテニスラケットの売上高
2003年～2007年の4年間でやや増加。
4. テニス指数（テニス市場の動向）
 2003年度をベース（１００指数）とし、４種類の方
法でのテニス人口調査、テニスボールの出荷数、コー

アメリカのテニス市場は、用具に関しては昨年までの
勢いに比べるとやや衰えも感じられますが、幼児・小児

トの使用状況などを総合してテニス指数を算出する。
2003年～2007年の4年間に10％増加。

向け新プログラムのスタートや、新規テニスユーザーの
顕著な増加など活気ある話題もあり、厳しいアメリカの

【テニス市場調査の結果】

経済状況の中、奮闘していると言えます。

1. テニスユーザー調査
全米で無作為に抽出された世帯に対する調査の結果、

【テニス市場の動向】

2007年の１年間に最低１回テニスをしたテニスユーザー

1. テニスラケットの出荷数

は、1999年以来最高の2,500万人。2003年～2007年の４年

a) 2003年～2007年の４年間に42％増加。

間に4.6％増加。プレー頻度が高いテニスユーザーの割合

 特に青少年向け市場の出荷数の増加は80％と極めて

は、15.1％増加と顕著な伸びを示している。

高い。

2. テニス施設での状況－2007年と2008年の比較

b) 2007年～2008年の出荷数は、やや減少。

a) 新規にテニスを始めたプレーヤーの数‐63％増加
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b) コートの予約数－55％増加

ている子供向けテニスのフォーマット（統一規格）

c) リーグ戦参加者－41％増加

b) 既
 に900程の施設が導入会場として登録しており、

d) トーナメント参加者‐29％増加

120以上のクイックスタート用のコートが設置され
た。

【アメリカテニス協会プログラム/ニュース】
1. 主要スポーツ参加人口調査（2000年～2007年）
a) テニスユーザーは30％増加。他の主要スポーツに比
べて顕著な増加率。
b) 他
 主要スポーツで増加しているのは、ゴルフ
（2.4％）、野球（1.3％）、釣り（0.4％）。

c) 2 008年に約10,000人のテニスコーチ、親（ボラン
ティア）がクイックスタートテニスのコーチとして
のトレーニングを受ける見込み。
d) 2 009年の重点推進策は、この新フォーマットでの
チームテニスやトーナメントにより、子供に試合を
多くさせることにある。

c) サッカー、バスケットボール、フットボール等は、
やや減少している。
2. 学校でのテニスプログラム
「スクールテニス」「テニス・オン・キャンパス」な
どテニスをカリキュラムとして取り入れる学校が増えて
いる。
3. クイックスタートテニス（10歳以下の子供を対象にし
たテニスのフォーマット）
a) 現在、アメリカでテニス活性のために最も注力され

現在、アメリカでは幼少年、青少年のテニスユーザー
の獲得を最優先に取り組んでいるようで、今回のテニス
フォーラムでは特に「クイックスタートテニス」が強調
されていた印象があります。
前号でもご報告の通り、日本テニス事業協会は今後も
アメリカテニス事業協会との連携を強化し、さまざまな
情報交換を推進いたします。
（理事/総務委員長

飯田浩一）
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田川レポート
アメリカ在留日本人コーチの現地レポート♯１

｢日本人としての誇り｣
JTIAニュース読者の皆様始めまして。
私は現在アメリカ合衆国ニュージャージー州のテニス
クラブの専属コーチとして勤めています田川 平といい
ます。今年でアメリカ生活２１年目を迎えました。こち
らでテニスコーチとして子供二人を大学を卒業させた日
本人第一号と自負しています。
さて昨今、日本におけるアメリカ発の情報なるものに
は懐疑的なものが多く、こちらで生活している者とし
て、奇麗事ではない真の情報を皆様にお伝えできれば幸
いと考えています。
さて私が勤めているテニスクラブはインドアでコート
数９面です。コーチングスタッフの出身地は日本、ヨー
ロッパ、アジア、南アメリカ、中東と国際色豊かな面々
です。もちろんアメリカ人もいますが、なんと二人だけ
で後は全部外国人です。それゆえに日本人の私としても
働き易い面もあれば、日本人として悔しい思いも、嫌と
言うほどほど経験してきました。
いま世界中の金融危機のさなか、その巨悪の根源アメ
リカ！言い換れば「裸の王様がほんとにいる国」。かつ
て「日本の常識は世界の非常識」といった人がいます
が「世界よ日本の常識をもっと見習え！！」と私は強く
言いたい。もちろん日本にも良くないところはあります
が、相対的にどれほど日本がとってもすばらしい国か！
こちらに暮らしてみてとってもよく分かります。だから
皆さん、もっと日本人としての誇りを持ちましょう！日
本人に生まれてきた事に幸せを感じましょう！
では、一つ、ある日本人として誇りを持てる出来事を
紹介します
私がアメリカに着たばかりのころの話ですが、ある
アメリカ人のジュニアの生徒がこんな不満をぶつけて
やめていきました。その時その子が残したメモにこう書かれてありました「僕も日本人のコーチに習いたかっ
た。」
つまりこいう事です。日本人意外のレッスンはいい加
減でしまりが無い。
この事がきっかけで私のクラブではなんと日本人コー
チのジュニアレッスンが禁止となってしまいました。と
ても信じられない事ですが事実なのです
要は日本人コーチに生徒をとられては日本人以外の

コーチの仕事が無くなるという恐怖心からでた対抗策で
した。まさにかつての日本車たたきと同じジャパンバッ
シングです。
でも笑っちゃう事にうちのスタッフが乗っている車は
ほとんど日本車です、その後日本人コーチのジュニアの
レッスンも自由となりましたが、私の思いとしては「ど
こが自由の国だ！」という思いでした。はっきり言って
現地のコーチ達は、日本人のコーチングにびびっている
のです。
たとえば、今でも私がレッスンで何か目新しい事をす
ると、他のコーチたちは、次の日からちゃっかり真似し
ています。かつて日本はコーチング法を外国のメソッド
にかなりの部分頼っていました。しかし現在この国にも
う学ぶものはありません。学ばなければならない事だら
けです。パワーと物量だけで世界を圧倒してきたアメリ
カ社会はもはや終焉を迎えています。
ほんとに良いものを求める時代がそこに来ています。
もはやアメリカ自動車産業も限界に来ているように質の
時代に突入しています。
そこでこれからは日本のすばらしいテニスビジネスの
システムが世界の手本となる時代がくる事をとても予感
させる今日この頃です。
田川

平（おさむ）
日本プロテニス協会認定P1
アメリカプロテニス協会認定P1
長崎県長崎市出身
青山学院大学卒業
元三愛アイムテイスカレッジ ヘッドコーチ
1987年渡米 アメリカ ニュージャージー州の
インターナショナルテニスアカデミー専属コーチ
現在 BINGHAPTON TENNIS C:専属コーチ
その間ニューヨークの日本人向けジュニア育成チームの設立
に参加
若手コーチの教育
ジュニアの為のスポーツ科学講座など開催
またJPTAの通訳などを通じUSPTAの活動など多数参加
今年一次帰国の際 古武術家の甲野善紀氏に入門
現在 古武術を生かしたテニスの指導法を開拓中
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テニス事業と事業承継
事業承継の現状
「中小企業白書」によると、年間約7万社が「後継者
が不在」など、事業承継がうまくいかない事を理由に廃

法から取得分に応じて個別に計算する、いわゆる『遺産
取得課税方式』に改めることが検討されています。（平
成21年度税制改正）

業しているというデータがあります。
テニス事業においても、ピーク時は約2,200ヵ所あると

今までの対策が無駄になる？

言われていたテニス施設数は、ここ10年間で約1,600ヵ所

これらの改正や変更が行われるとどうなるのか？

を割り込むまでに減少しています。

最大のメリットは「事業承継」がやりやすくなり、中

（社）日本テニス事業協会で数年前に行った調査で
は、施設閉鎖の原因のトップは「相続」でした。（いわ
ゆる、相続による事業承継がうまくいかずに閉鎖という
事です。）
国はこのような時代背景から、中小企業の事業承継に
力を入れ始めました。
そこで今年10月には『経営承継円滑化法』が施行され
ています。
しかしながらこの法律だけでは不十分なため、平成21
年度の税制改正や民法の改正などと組み合わさって完成

小企業の活性化につながって景気回復のカギになる事が
期待されています。
逆にそのデメリットは何かと考えると、一番大きく影
響がありそうなのが「相続税の課税方式の変更」によ
り、相続税の税額の負担増に繋がる事が考えられる点で
す。
また、今までに行った相続対策が無駄になってしまう
ケースも出てくることが予想されます。
（現在詳細は検討中の為、あくまでも予測ですが、その
可能性は大です。）

される予定です。

『生前分割』の検討の重要性
大きなポイントは３つ
今回考えられている『事業承継対策』の主な柱は以下

それでは、具体的にどのようにしたら良いのでしょう
か？

の3点になります

最大のポイントは『生前分割』であると考えます。

①未上場株式等の相続税の納税猶予制度の創設

今回の相続税の課税方式の変更が決定され、施行され

一定の要件に当てはまる場合、事業承継者に株式を集
中させても、相続税の負担が軽減される事になり、今ま
で問題だった株式の分散が防げる事ができ、経営の安定
化に繋げようとする制度。
（非上場株式等に係る課税価格の80％に対応する相続
税の納税が猶予される制度で、
平成21年度の税制改正で創設予定。現在検討中）

ると相続税額は各相続人が取得する財産が決まらないと
計算できない事になります。
すなわち、生前に相続・事業承継対策を実施するに
は、どの財産を誰に相続させるかを決め、相続税額を算
出した上で様々な対策を検討する必要性が出てきます。
従って、「生前分割」の検討が重要となります。
相続・事業承継対策の立案の進め方は、次のようにな
ると考えています。

②民法改正による遺留分の特例の制定
経営安定の為、事業承継者に対して生前贈与及び遺言

①財産の棚卸をする

②生前分割案の検討

③相続税額の把握

④納税計画の立案

等で株式を集中させると他の相続人の遺留分を侵害して

⑤納税資金確保のための対策立案・実行

しまう可能性があります。

⑥相続税対策の検討

今回、民法の改正を行い、経済産業大臣の確認や家庭
裁判所の許可等を条件に、生前に贈与されたこの自社株

いずれにしても、今後決定される税制改正や法令の改

を遺留分算定基礎財産から除外することが可能となる予

正など最新の情報を取得できるようにアンテナを張るこ

定です。

とが重要になっていきます。

（平成21年3月1日から施行予定。）

来年以降、テニス事業者の方々も、これらの改正を機
にテニス事業の存続、スムーズな事業承継の為の検討を

③相続税の課税方式の変更

行う事をお勧めします。

これらの新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相
続税の課税方式を現状の法定相続分に応じて計算する方

株式会社船井財産コンサルタンツ：成島祐一
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庭 球 人 語

其の八

思考の漂流～セルフ１の逆襲
前回のレポートで「無視、無視」と軽くあしらわ
れてしまった「セルフ１」は、あれから１ケ月の
間、まるで銀座方面に現れたゴジラのように、私の
中で放射能光線を吐きながら暴れまわっていた。
そんなある日、私の目の前にとっても小さな双子
の妖精が現れた。
よく見ると、ザ・ピーナッツだったが、もうお婆
さんになっていた。
「モスラを呼ぼうよ！」
声をそろえてそう言うと、歌い始めた。
「♪モスラ～や、♪モスラ～」
ゴジラを倒すために東海道を日本橋方面に進んで
いたモスラは、戸塚で脇道に入り、我が家のマン
ションの呼び鈴を鳴らした。（入って来れるかっつ
うの！）
モスラは何やら口にくわえていたが、双子の妖精
はそれを取ると「これを読んで！」と声をそろえて
私に言った。
「なあんだ、リチャード・カールソンっていうア
メリカの心理学者の本じゃあ～りませんか！」と
チャーリー浜になってみたが、メガネと口ひげを用
意している間に、もうすでにモスラと双子の妖精は
ゴジラを倒すために東海道を日本橋方面へ向かった
らしく、そこにはいなかった・・・。
私は、玄関に落ちていたリチャード・カールソン
の本を手に取ると、一気にそれを読んでみた、メガ
ネと口ひげをつけたまま・・・。
すると、なんとそこには前回のレポートの最後で
「セルフ１」が問いかけた、「セルフ２にどうやっ
てつなげるんだよ！」に対する答えが書いてある
じゃあ～りませんか！
本の内容を自分で勝手にまとめてみるとこんな感
じかなあ・・・。
①心 配事に心を奪われて憂鬱になったり、怒った
り、イライラしたりという感情は、「自分の考
え」から生じたもので、自然なものでもなけれ
ば、正しいものでもなく、現実を反映しているも
のでもない。
②もしそうなったら、それは「思考系」で考えてい
ることを知らせるバロメーターなので、すぐに
「自分の考え」を切り離して、「健全な心理機
能」にアクセスする。
③私たちは望めばいつでも「健全な心理機能」にア
クセスすることができる。
④そうすることで、物事がうまくいかない時でもい
い感じでいられるし、心配事に心を奪われていな
い限り心理機能を健全に働かせることができ、心
の幸福感を持続する事ができる。

⑤ま ずは自分が１日の中で「心を奪われている状
態」にどれだけの時間支配されているか実感して
みるとよい。
⑥そして、そこで考えている内容自体が「事実でな
い」ということを認識し、それを「意味のないこ
と」と判断し、自分の思考を直ちに停止させ、
「今、ここ」に集中する。
「自分の考え」や「思考系」は言ってみれば「セ
ルフ１」か・・・。
「健全な心理機能」って、きっと「セルフ２」だ
よね・・・。
例えば、本来もっと考えなきゃいけないことが別
にあるのに、目先の人間関係などを自分であれこれ
考えている時、つまり思考が漂流している時にはこ
うしなさいってことじゃあ～りませんか？
①「 あ、また『セルフ１』の野郎が暴れてやがる
な！」とまず自分で認識する。
②「今考えている内容って、真実かい？」って自分
に問いかける。
③「今、ここでやるべきことって何？」すると、あ
～ら不思議、すぐに『セルフ２』につながるので
ある。
えっ？そんなにうまくいかねえよだって？
そんな文句は、私じゃなくって、リチャード・
カールソンか、双子の妖精か、モスラか、チャー
リー浜に言って欲しい・・・。
メンタルマネジメントの澤田多津也氏は、ＮＬＰ
（神経言語プログラミング）マスターセラピストの
ローニン・デニッソン氏の「アンカリング」ってい
う方法を紹介している。
これは、自分の過去の成功体験と、アンカーとい
う自分の動作を結びつけ、アンカーから自分の感情
を呼び起こすものである。
自分の過去の成功体験を詳細にイメージして、そ
の時の満足感、達成感、喜びを味わった気持ちにな
れた時に、特定の動作（例えば左手の親指の先で小
指の第二間接を触る動作）を取る。
これを繰り返して訓練すると、嫌な気分になった
時に、その動作をすることで一瞬にして気分の良い
状態になるらしい・・・。
えっ？よ～くわかったって？
そんなお褒めの言葉は、私じゃなくって、ローニ
ン・デニッソンか、リチャード・カールソンか、双
子の妖精か、モスラか、チャーリー浜に言って欲し
い・・・。
まだ、メガネと口ひげをつけたままですか
ら・・・。
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JTIA賛助会員のご紹介
■特別 賛助会員（50音順）
株式会社アニー
インターネット関連全般
〒182-0024 東京都調布市小島町2-45-7
Tel. 042-484-2700
担当 大前 勝巳
サントリーフーズ株式会社
清涼飲料水及び加工食品の販売
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 第31森ビル7F
Tel. 03-5210-3866
担当 三浦慎之介
株式会社システムデイ
コンピュータ販売、ソフト製造・販売、コンピュータ関連コンサルティング、データ処理業務等
〒105-0014 東京都港区芝1-12-7 芝一丁目ビル8F
Tel. 03-5427-6821
担当 戸子臺隆一郎
株式会社ダンロップスポーツ
スポーツ用品メーカー
〒108-0075 東京都港区港南3-8-1 森永乳業港南ビル
Tel. 03-5463-7324
担当 小澤 和彦
長永スポーツ工業株式会社
スポーツ施設の企画・設計・施工
〒157-0076 東京都世田谷区岡本3-23-26
Tel. 03-3417-8111
担当 鬼頭 芳弘
テニスサポートセンター
オリジナルテニス商品・テニス用品販売、中古ラケット買取・販売
〒181-0003 東京都三鷹市北野4-1-25
Tel. 03-5314-3734
担当 中山 和義
株式会社ネスティ
テニスクラブ・スクール運用ソフト開発・販売等
〒918-8114 福井県福井市羽水2-402
Tel. 0776-35-0505
担当 吉田 浩道
株式会社B・Cセンター
ASPによる会員管理システム＆e-ラーニングシステム等
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-20-15
Tel. 03-3209-6111
担当 高山 純寛
ヨネックス株式会社
テニス用品メーカー
〒113-8543 東京都文京区湯島3-23-13
Tel. 03-3839-7128
担当 原口 浩二

◆協力賛助会員（50音順）
株式会社エス・アール・アイシステムズ
医療法人社団稜歩会 神戸クリニック
株式会社スペースビジョンネットワーク
綜合ユニコム株式会社
高木工業株式会社
東京ウェルネス株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
ホクエツ印刷株式会社
丸菱産業株式会社

テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
レーシック等視力矯正専門眼科
CS放送。ケーブルテレビまたはスカイパーフェクTV!経由で視聴可能
出版、セミナー、イベント、調査、コンサルティング業務等
業務請負事業、人材派遣事業等
テニス施設・インドアコート・スポーツ施設設計・施工
損害保険全般
印刷業
家庭用温熱導子付低周波治療器「サンマッサーホット22BL」製造・販売

□賛助会員（50音順）
アシストインターナショナル株式会社
株式会社アスリード
アメアスポーツジャパン株式会社
有限会社宇舎設計集団
エイチ・ティ・エム・スポーツ ジャパン株式会社
株式会社エイト
株式会社小野設計
カーディオテニスジャパン
NPOグローバル・スポーツ・アライアンス
株式会社ゴーセン
ゴーツースポーツ
ジャパンリスクマネジメント株式会社
株式会社新光トレーディング
スポーツサーフェス株式会社
綜合警備保障株式会社
体育施設建設株式会社
太陽工業株式会社
ダイワ精工株式会社
地業建設株式会社
東亜ストリング株式会社
日本毛織株式会社
日本体育施設株式会社
日本ラケットストリンガーズ協会
有限会社バッドボーイジャパン
株式会社ピー・アール・オー
福田道路株式会社
ブリヂストンスポーツ株式会社
ペイントマノン
前田道路株式会社
ミズノ株式会社
明治安田ビジネスサービス株式会社
有限会社モリ コーポレーション
有限会社リバティヒルバケーション
株式会社ＷＯＷＯＷ

テニスコート設計・施工、
人工芝輸入・販売・施工
コーチ派遣、
イベントの企画・運営、
テニススクール運営・委託業務等
スポーツ用品製造・販売
建築設計・監理
スポーツ用品の輸入販売 HEAD、Tyroliaブランド
テニススクールのスタッフ、
コーチ教育及びそれを実践するためのツール提供等
建築設計・監理
新スポーツ
「カーディオテニス」
の日本普及等
スポーツを通じた地球環境保全活動
テニス用品製造・販売
屋外スポーツ器材・備品の販売及びメンテナンス
生命保険・損害保険代理店
スポーツサーフェイス輸入販売、
施工管理
テニスコート設計・施工
機械整備・常駐警備・警備輸送・綜合管理・防災業務等
テニスコート・インドアコート企画・設計・施工
大型膜面構造物の設計・施工
スポーツ用品の製造ならびに販売等
テニスコート施工
テニス・バトミントン・スカッシュのストリング製造・販売
テニスコートサーフェスの製造販売
各種運動場の基本計画・設計施工・請負及び監理等
ストリング技術の普及
米カリフォルニア発ストリートブランド「BAD BOY」
のライセンス及び管理業務
テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
スポーツ施設の設計・施工
ゴルフ・テニス用品製造・販売
建築塗装
スポーツ施設の設計・施工
総合スポーツメーカー
預金口座振替による集金事務代行業務の受託および付帯関連業務
経営コンサルティング業
旅行業
衛星を経由した有料放送事業
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第七回テニス川柳 優秀作品

ああ甲子園

広報委員会テニス川柳担当委員会選

ネットした その瞬間に 夏終わる

テニスオヤジ

かな氏

試合後の 握手が目的 混合ダブルス

庭外 駄目尾

いと

チャンスはね ピンチと同じよ ネット際

テニスコーチ

お目当ての ミックスダブルス ペア未定

エースでも フットフォールト 駄目ですよ

編集後記
アメリカ発の未曾有の経済恐慌は、津波のように
全世界を覆い押し流すかのように言われておりま
す。直近ではＧＭ、フォード、クライスラーが経営
破綻は確実で、公的資金援助をどうするか騒がれ
ています。私のアメリカ在住の友人が、次のように
言っています。
「流石にアメリカ人でも、新車でさえ故障だらけ
の車は買わないし、またそんな欠陥車を作り続けて
いる素っ裸の王様は一文無しにならない限り解から
ないだろう。」
非常に辛口のコメント。ドキッ！我々の事業にお
いても利用者の考えや思いを無視した、手前勝手な
運営をしていないだろうか。独善的な考えを社内に
押し付けていなうだろうかと、自問自答してみま
す。
さて、あっという間に今年一年が過ぎ行こうとし
ています。皆さんいろんな事が有りましたね。辛い
ことや楽しい事、成功や失敗、やり残した事もたく
さん。
でも、誰にでも、新しい年が、やってきます。希
望に満ちた年がやってきます。私にもやってくるで
しょう。今年の流行語大賞には選ばれませんでした
が、彼の国から、素敵な言葉を送っていただきまし
た。勇気を頂きました。
「Yes, we can!」
今年一年御愛読頂き、ありがとうございました。
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