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会長挨拶
会員の皆様には､益々
ご健勝にて､ご活躍のこ
ととお喜び申しあげま
す｡社団法人日本テニス
事業協会の情報紙の発
行に際しご挨拶申しあ
げます｡本協会が平成
4年12月に設立し今年
で16年が経過しました
が、私どもはテニスと
いう国民の生活に密着
したスポーツを事業と
してとらえ､テニス業界
会長 雑賀 昇
の健全なる発展に鋭意
努力して参りました｡その間､会員各位ならびに各関係方
面の方々の多大なるご理解とご協力を賜りましたことを
厚くお礼申しあげます｡まず初めに､６月２日（火）に予定
通り第17回通常総会を無事に終了いたしましたことをご
報告申し上げます。会員の皆様方にはご協力をいただき
厚くお礼申しあげます｡本年の総会は、平成20年度の事
業報告及び決算報告、平成21年度の事業計画及び予算と
いう議案であり、出席会員の皆様のご協力をいただき、
滞りなく終了いたしました。

【今年度の活動方針】

昨年の米国発金融危機から戦後最大の「世界同時不
況」という状況下において、わが国経済は輸出市場の急
激な収縮に直面するとともに金融環境も厳しい状態が続
いており、この状況を脱却するにはかなりの時間を要す
るのではないかと言われております。
また、国内の社会環境は、新型インフルエンザ問題、
派遣労働者切りなどの雇用不安、不確定な年金問題、少
子高齢化による医療費負担増加問題など様々な課題が山
積しており将来への不安が増大しております。安心して
暮らせる豊かな国を目指すために、我々スポーツサービ
ス産業界が果たすべき役割は大きいのではないかと考え
ております。
テニス界は昨年度、杉山愛選手の全豪ダブルス準優
勝、若手待望の錦織圭選手の全米オープンでの活躍、ま
たAIGオープンでの有明コロシアム入場者新記録を出し
た人気、13年ぶりに現役復帰し全日本選手権優勝を飾っ
たクルム・伊達公子選手、車いすテニスでグランドスラ
ム達成に加え北京パラリンピック金メダルの国枝慎吾選
手、ジュニア指導やテレビ界で活躍する松岡修造選手の
「めちゃイケテニス編」等テニス界が久し振りにメディ
ア界で話題となる機会が多く、テニス愛好者・関係者に
とって嬉しくもあり楽しい年でありました。
一方、北京オリンピックでは、水泳・卓球・柔道・
アーチェリー・バドミントン・ソフトボール・レスリン
グ等、数多くのスポーツスター選手が活躍しWBCでの
野球やサッカーも依然として国民の関心は高いものがあ
ります。少子高齢化と多様化というこの時代、今ひとつ
テニスは乗り切れていない気がしております。

昨年１月、テニス用品メーカー６社と本協会が「テニ
スの普及を更に広く推し進めたい」と『テニス活性化委
員会』を結成し、地道な草の根活動を中心に活動し始
め、昨年は調査事業等を行い、今年からは活動スローガ
ンを「始めよう、続けよう、もっとテニスを！」と定
め、「始めよう部会」「もっと続けよう部会」の２部会
制を取り入れ更に拡大発展を目指し活動をしておりま
す。
また、我々テニス事業者はより一層の知恵を絞り、新
たなビジネスモデルを構築して将来に向けての対応を行
うことが重要ではないかと考えております。
そこで、本協会では組織の結束力を高め、地域・地区
組織活動の活性化を図る事が業界を発展させるために大
変重要なカギであると考えます。各種情報提供を積極的
に行うなど、これまで以上に更に充実させて地区組織の
活性化には特に力を入れて参ります。
以上の点を踏まえ、各委員会・各部会を中心に下記事
業へ重点的に取り組みます。
①人材育成事業の充実と推進
＊テニスプロデューサー資格制度の充実・発展
＊日本テニス産業セミナー
＊TOPGUN PROJECT（経営勉強会）
＊経営者限定勉強会・定例勉強会
＊各部会活動（クラブ、スクール、マネージャー、コー
チ、フロント）
②草の根普及活動の本格化
＊『テニスの日』活動の発展・拡大
＊テニス活性化委員会との連携事業を推進
③テニスに関する各種調査の実施
＊テニス人口増減、業界動向・傾向などの実態調査
＊愛好者のテニス意識調査
＊未経験者・過去経験者のテニス意識調査
④安全管理問題への取り組み
＊テニス事業所に於ける安全管理意識の啓蒙活動
＊テニス事業所に於ける事故事例の実態把握と対応策の
検討
⑤指定管理者制度への取り組み
＊安全管理委員会の設置
＊既運営施設に於ける成功事例の構築
＊各種情報収集
⑥加盟会員の増強活動
＊正会員の組織化率拡大
＊賛助会員の拡充
その他、従来の継続事業へも全力で取り組み、サービ
ス産業としての位置づけを自覚して業界のレベルアップ
と事業者を始め従事する従業員等を含め関係者の社会的
地位向上を目指し、最善の努力を尽くして参りたいと考
えております。
以上、本協会役員を中心に全会員一致団結の上、各種
事業に取り組んでいく所存であります。
以 上
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第17回通常総会ご報告
平成21年６月２日（火）東京都千代田区のスクワール麹

なく可決承認されました。第３号議案の平成21年度事業

町３階｢錦華｣の間において､社団法人日本テニス事業協

計画書（案）承認の件は栗山雅則常務理事より、第４号議

会｢第17回通常総会｣が予定通り開催されました。

案の平成21年度収支予算書（案）承認の件は加藤潤事務局

平成21年度期首214名の会員のうち、111名（代理出
席・委任状出席を含む）が出席し､滞りなく予定された
議案の審議を終了いたしました｡
総会は､大西雅之理事の司会進行により、午後２時55
分に中澤寛義副会長の開会の辞､その後､定款の規定に基
づき雑賀昇会長が議長となり挨拶､議事録署名人の選出
の後､議案の審議に入りました｡

長より上程され、それぞれ異議なく可決承認されまし
た。
以上のように予定された議案をそれぞれ採択し､井上
亮二副会長が午後３時55分に閉会を宣し終了いたしまし
た｡
通常総会終了後､引き続き別室にて行われた｢懇親パー
ティ｣には､多数の関係者のご出席をいただき､和やかな

第１号議案の平成20年度事業報告書（案）承認の件は栗

雰囲気の中､無事進行いたしました｡｢第17回通常総会｣に

山雅則常務理事より、第２号議案の平成20年度収支決算

関わる事項につきましては議事録をご参照いただき、ご

報告書（案）承認【栗山雅則常務理事の監査報告代読を含

不明の点は役員もしくは事務局までお問い合わせくださ

む】の件は加藤潤事務局長より上程され、それぞれ異議

い｡
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主な委員会・部会・プロジェクト

活動計画
蓄積されたデータを活用し、活性化委員会による調査活

１．総務委員会

動と連携して、より正確な市場調査の実施を推進いたし
ます。さらに草の根テニス普及活動として、普及委員会

①消費者育成イベント等の開催及び後援
テニス産業界の活性化のために、既存の施設や指導者
を有効に利用して、テニス愛好者の拡大と新規需要の創

との連携の下、各種プログラムの推進を図ります。また
アメリカテニス事業協会との情報交換を進め、国際レベ
ルでのテニス活性化活動の研究を行います。

出を即効的、効率的に行います。消費者参加型のイベ
ントを展開し、より多くの国民にテニスを体験する機会

⑤環境問題への取り組みに関する調査研究

を提供することで、地域や消費者に密着した産業として

人々の健康と密接な関係のあるスポーツ事業者とし

定着を図ります。もって国民生活のゆとりと豊かさに寄

て、地球環境の保全に向けた各種活動には積極的に参画

与・貢献する産業として、テニス事業の安定的成長、振

して参ります。「チームマイナス6％」への具体的取り

興を目指します。本年度も消費者育成イベントの開催お

組みとして、「砂入り人工芝のリサイクル」、「テニス

よび関連団体等の同種イベントの後援をしていく予定で

ボールのリユース」、「テニス施設における適切な温度

す。

管理」、「施設内植栽の維持拡大」などについて調査推
進を図ります。

②テ ニス事業に関わるデータ管理業務の充実・
強化

⑥賛助会員意見交換会の開催

テニス事業者を代表する団体として、テニス市場、業

本協会のテニス界においての注目度は年々高まってお

界に関する情報集約を推進してまいります。全国のテニ

り、テニス界において果たすべき役割も増しておりま

ス事業者や事業所の基礎資料の作成のほか、会員事業所

す。

におけるデータ管理等を通じて、客観的かつ信頼性の高

そこで日頃よりご支援をいただいております賛助会員

い情報の蓄積を図ります。特に後者に関しては、市場動

の皆様方との懇親をより深め、様々な意見交換をさせて

向を時系列に追跡するため、全国から数十ヶ所の事業所

頂きながら「これからのテニス業界と日本テニス事業協

を抽出し、「定点観測」としての調査を実施する予定で

会の果たす役割」などをテーマに賛助会員意見交換会な

す。

らびに懇親会を開催する予定であります。
■賛助会員意見交換会

③会 員制クラブ活性化を目的とする調査及び研
究
愛好者の趣味の多様化、会員の高齢化、重い税負担、

日

程：平成22年１月７日（木）

会

場：メルパルク東京

■正会員・賛助会員／テニス＆ゴルフ一泊懇親会

公営施設との競合等様々な要因により、会員制テニスク

日

程：平成21年６月16日（火）～17日（水）

ラブの不振が続いています。再度会員制クラブが活性化

会

場：グランドエクシブ軽井沢

するためには、ユーザーニーズがどのように変化してい
るのか正確に把握し、新しい視点での施策を取り入れる

⑦指定管理者制度に関する調査及び研究

必要があります。そこで他業界の事例も参考に、クラブ

指定管理者制度が平成15年より導入され、これからの

部会と連携しながら、新しい時代のクラブモデル構築を

テニス事業発展の為の選択肢として確立する事を目的に

研究してまいります。

本制度に対し、本協会では制度導入時から積極的に情報
収集に取り組んでおります。

④テ ニス活性化委員会と連携したテニス活性化
に関する調査及び研究

か、どのような影響があるのか等についての調査研究な

昨年度より新設された「テニス活性化委員会」では、

らびに情報提供を今年度も積極的に行う予定でありま

現在のテニス市場に関する、マクロ・ミクロ両面での実

本制度に対して民間事業者はどのように対応すべき

す。

態把握と、その結果を踏まえた上でのテニス普及プログ
ラムの策定が主な活動となります。今年度は協会内部に
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⑧公 益法人制度改革への対応に関する調査及び
研究

３．広報委員会

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の
公益法人制度に見られる様々な問題に対応する為、従来

①情報紙“JTIA News!”の編集と発行

の主務官庁により公益法人の設立許可制度を改め、登記

本協会情報紙「JTIA News!」を下記のスケジュール

のみで法人が設立できる制度（一般法人）を創設すると

にて発行し、会員事業所の運営に役立つ連載企画、各種

ともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目

情報、ニュース等を掲載するなどして活動を進めていく

的とする法人については、民間有識者による委員会（公

予定であります。

益認定等委員会）の意見に基づき公益法人に認定する制

（１）「JTIA News!」VOL.45号は2009年６月に発行

度（公益法人）を創設することとなり、本協会は「公益
社団法人」か「一般社団法人」かどちらを選択すべきか

予定
（２）「JTIA News!」VOL.46号は2009年９月に発行

について検討を行います。

予定
（３）「JTIA News!」VOL.47号は2009年12月に発行
予定

２．税制委員会

（４）「JTIA News!」VOL.48号は2010年３月に発行
予定

①テ ニス事業に関わる租税及び経営に関する調
査及び研究

②消費者苦情電話相談センターの運営

本年度も「テニス事業に関わる租税及び経営に関する

クラブやスクールの運営や施設等において、それ自体

状況調査」を行います。本調査は、皆様が経営されてお

あるいはそれから派生する様々な問題について、消費者

りますテニス施設用地の税負担を中心とした視点でテニ

から苦情として取り上げられる事例が発生しておりま

ス施設経営の現状を把握し、会員の皆様にテニス事業の

す。

現況をご報告し、経営の参考にしていただく事を目的と
して実施する予定であります。

これらの苦情は事業者の経営上ならびに運営上のやむ
を得ない事由に起因するものも含め多岐にわたっており
ます。しかしながら、いかなる場合にも誠意を持って対

②テ ニス事業の継承とそれに係わる税制に関す
る調査及び研究
現在、個人所有の土地を利用してテニス事業を営業し

応しなければ、処置を誤るという事態を招くことにもな
りかねません。このような趣旨から、消費者苦情電話相
談センターを運営していく予定であります。

ている場合、相続発生時はその事業の継承、継続は非常
に困難な状態となります。本委員会は底地を物納しての
営業継続等、事業継承、継続を可能とする手法の調査研
究をクラブ部会と連携して行う予定であります。

③ホ ームページ編集・公開および作成・設置の
推進
本協会案内とともに各種情報の提供を目的とし、ホー
ムページの編集・公開の充実に努め、情報化社会への対

③テニス事業を取り巻く税制勉強会の開催

応を進めております。積極的な情報提供を図っていくた

現在のテニス施設経営を取り巻く税制は非常に厳しい

め、会員事業所のホームページ作成・設置の推進ならび

ものがあります。本委員会では税制改正要望活動を継続

に、インターネットの有効活用方法の調査研究を進めて

して展開しておりますが、事業者自らも自己啓発や研鑽

いく予定であります。

に努め、現在の税制に対する理解と対策を講じていく必
要があります。

④JTIA通信・Eメール通信の発行

そこで、テニス事業者の方々がテニス事業に関連する

本協会情報紙の発行以外にもリアルタイムの情報発信

税制や、大きな問題でもある事業継承などに焦点をおい

手段として、JTIA通信・Eメール通信の発行を可能な範

て、講演や事例紹介を中心とした「税制勉強会」を各地

囲で行い、各会員事業所に対する情報提供をより素早く

区単位で開催をしていただくために講師の紹介等を行う

行う予定であります。

予定であります。
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対応、そして事故後の対応についての指針を作成するこ

４．組織委員会

とを目的に活動を行います。
また、そこで得られた内容を基に作成されました情報

①会 員数拡大及び新規組織設立を目的とした推
進活動

は、安全管理委員会通信や協会のホームページ等を通じ
広くテニス事業者へ提供を行う予定であります。

本協会はテニス事業の社会的地位の向上を目的に活動
している団体であることを非加盟テニス事業者に周知
し、テニス事業者が困った時に相談出来るような体制を

６．資格委員会

整え、テニス事業者に役立つ情報提供を行うなどして積
極的に会員数の拡大を推進していきたいと考えておりま
す。

①テニスプロデューサー資格認定制度の充実
テニス事業を展開する上では、その運営の要であるマ
ネージャー・ヘッドコーチ等の能力の優劣がその事業運

②地域・地区組織活性化の推進

営を左右すると言われております。そこで、事業経営者

地域・地区テニス事業協会の活動を活性化させること

から見た資格制度の必要性が以前より指摘されておりま

により地域・地区におけるテニス事業所同士の交流する

したことから、現存する資格制度を補完することを目的

機会を増やし、加盟者同士の情報交換を活発にして各テ

に、高度な専門知識や接客技術等サービス業として必要

ニス事業所の発展に貢献します。

な要素を取り入れ、平成18年度より実施いたしましたテ

（１）モデル地域を策定し、地域の情報交換の仕組み
を作る

ニスプロデューサー資格認定制度のさらなる充実を図り
ます。

（２）モデル地域の活動を公開し、各地域テニス事業
協会に事例を活用してもらう

■第３回テニスプロデューサー有資格者限定研修会

（３）新規の地域組織設立の推進運動

日

程：平成21年７月14日（火）

また、テニス活性化委員会で昨年行った「テニスカム

会

場：メルパルク東京

バックインテンダー調査」の報告会を希望される各地区
組織へは随時対応します。

③経 営者限定勉強会の開催
報委員会共管】

■第４回テニスプロデューサー資格認定講習会＆試験
日

程：平成21年11月17日（火）～19日（木）

会

場：メルパルク東京

【研修委員会／広

国内経済環境が厳しいと言われる状況をいかに克服し

②テ ニスプロデューサーに準ずる資格制度の検
討と整備

て事業を発展継続させるのかを目的に、経営者を対象に

テニス事業に関わる最上位の資格を「テニスプロ

忌憚のない意見交換や事例紹介など、あらゆる情報を収

デューサー」と位置づけ、その資格を取得するまでの準

集分析し今後の事業展開の開発に繋がるような勉強会を

備段階としてそれぞれの役職別（フロント職など）にお

開催する予定です。

ける専門性に特化した資格制度の導入検討を行うと共
に、テニス界で発行されている他の資格あるいは他ス
ポーツに関する資格制度を調査・研究し、それらの資格

５．安全管理委員会

と連携・協調した資格の運用についてフロント部会とも
連携して検討を行います。

①安全管理に関する調査及び研究
本協会として対応する安全管理の定義を明確にした上
で、まずはクラブやスクールの運営や施設等において、

７．事業委員会

各社が取り組んでいる安全管理に関する現状の体制や

を体系的に整理し、事故に対する事前準備（未然に防ぐ

①東 京都知事杯 有明チームテニスコンペティ
ションの開催 【普及委員会共管】
【 平成21年度スポーツ振興くじ助成金申請予
定】

心構え）に活かし、万が一事故が起こってしまった際の

日本テニス界のメッカである「有明テニスの森公園」

過去の事例収集など実態を把握するための調査を行いま
す。
過去の事例を経営形態別などに分類するなどして事故
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を会場に、生涯スポーツとして老若男女が楽しむことが

サントリーフーズ（株）

できる「テニス」の団体戦を行うことにより、テニス愛

協

賛

関係各社

好者へ12月というオフシーズンにおける活動の機会を提

会

期：平成21年４月～平成22年３月を予定

供します。また、ビギナーからベテランまで幅広い競技

場

所：各地会場

能力の参加者が一堂に会することにより、テニス愛好者
のコミュニケーションを図り、テニス競技の普及発展は
もとより都民のスポーツ振興に寄与することを目的に開
催します。
組

ん。指導者としての指導力や知識・教養を身につけ、接

催

有明テニス・マネージメントチーム

客サービスの手法や会話法を身につけるため、実技力向

（社団法人日本テニス事業協会／

上の場とともに指導者としての資質向上や研鑽の場とし

東京港埠頭株式会社）
特別協賛
協
期

「テニスコーチの有する資質はテニスクラブ・スクー
ルの運営をも左右する」といっても過言ではありませ

織：
主

④日本テニスコーチ大会及び研修会の地区開催

ダイドードリンコ（株）

賛 （株）ダンロップスポーツ、他

て、各地区協会での開催をコーチ部会とも連携して積極
的に推進する予定であります。
開催組織：

日：平成21年11月28日（土）～29日（日）

主

催

予備日12月５日～６日

地区テニス事業協会／

会

社団法人日本テニス事業協会

場：有明テニスの森公園

特別協賛 （株）ダンロップスポーツ
協

②指定管理者事業の運営
平成17年度から「豊島区立三芳グランド」、平成18年

賛

関係各社

会

期：平成21年４月～平成22年３月を予定

場

所：各地会場

度から「豊島区立総合体育場」「豊島区立西巣鴨体育
平成20年度から「目黒区立八雲体育館・宮前庭球場」平

⑤ジ ュニア育成・強化に関する講習会及び研修
会の開催

成21年度から「町田市総合体育館」「成瀬クリーンセン

以前からのジュニアブームが定着しジュニアの育成・

ターテニスコート」「三輪みどり山球場」の指定管理運

強化に重点をおいて事業展開を行っている事業所が数多

営に関して施設活性化とテニスの普及を目的に自主事業

くあり、それぞれが独自の理論や手法で活動をしており

等を行い、他の自治体やテニス事業者へ指定管理者制度

ますが、業界として更に育成・強化の質的向上を図るた

の運営のモデルケースとして紹介出来るような事業を行

めには各々が情報を持ち寄りその精度アップを図ること

う予定であります。

や最先端を行く理論を学ぶ場が必要であると考えます。

場」「豊島区立荒川野球場」「有明テニスの森公園」、

そこで、コーチ部会と連携し（財）日本テニス協会の協

③日本テニスチーム大会の開催

力も得ながら講習会や研修会を行う予定です。

地域・地区テニス事業協会加盟のテニス事業所チーム
対抗戦を開催し、テニスクラブメンバーやスクール生な

⑥テニス事業に関わるコンサルティング事業

どへ競技参加目標を掲げ、競技に参加できる環境を提供

会員がテニス事業を展開するなかで直面する様々な問

し、テニスを通じて地域間交流を促進しながら個別テニ

題に対し、本協会は相談窓口としての役割を果たすため

スクラブ・スクール及び業界組織の結束及び事業の活性

に、会員事業者への支援とテニス事業の発展拡大のた

化を促進させることを目的として開催する予定でありま

めにコンサルティング事業を積極展開する予定でありま

す。

す。

なお、本年度は全地区大会の開催を目標として積極的
に推進するとともに、地域ブロックによる地域大会の開
催と全国大会開催を目指して、ルールの統一化を図る予
定であります。

（１）テニス施設総合補償制度の加入促進

開催組織：
主

催

⑦テ ニス施設総合補償制度の実施や各種テニス
関連用品・物品の販売の展開
（２）会員管理運営ソフト“スマッシュクラブ2000”

地域・地区テニス事業協会／
社団法人日本テニス事業協会

特別協賛 （株）ダンロップスポーツ、

及び“サービスエース”の斡旋販売
（３）ターボテックス他のテニス関連用品や物品の斡
旋販売
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（４）スクールのぼり共同購入

開催組織：
共

催

⑧地区活性事業の開催

社団法人日本テニス事業協会／
埼玉県テニス事業協会

各地区における事業活性化に向けて、新規愛好者の創

後

援

出を目的に行う大会や講習会等を各地区単位で開催して

経済産業省、
社団法人日本プロテニス協会、その他

いく予定であります。
組

特別協賛

サントリー株式会社

協

サントリーフーズ（株）、

織：
主

催

賛

社団法人日本テニス事業協会／

（株）ダンロップスポーツ、他

地区テニス事業協会
特別協賛 （株）ダンロップスポーツ

主

管

第21回日本テニス産業セミナー実行委員会

会

期：平成21年２月上旬～中旬

場

所：未定

⑨「 砂入り人工芝コート」に係わるリサイクル
事業への取り組み

構

成：1. 講師による講演

20数年前から全国的に普及し始めた「砂入り人工芝

対

2. 分科会

3. 懇親パーティ

4. 施設見学

象：1. クラブオーナー

コート」の使い古された後は、従来産業廃棄物として埋

3. マネージャー

め立て処分となり、１面あたり約16トンが埋め立て処理

5. スタッフ

予定

2. スクール代表
4. テニスコーチ

6. フロント

7. テニス関係者

されます。
すと、既に限界にきている東京都をはじめとして全国的

②テ ニスクラブ・スクール管理者指導者研修会
の地区開催

に平均4.3年で満杯になると予想されております。今後も

テニスというスポーツを事業・産業として普及・発展

増加傾向にある砂入り人工芝コート処分については環境

を図り、スポーツ産業・ビジネスとしてのテニス業界の

保全という視点からも我々はこの問題に真剣に取り組む

活性化を促進させていくには、事業に携わる者の果たす

必要があります。

べき役割は大きいものと考えられます。

産業廃棄物の最終処分場については、環境省によりま

そこで本協会といたしましては、砂入り人工芝コート

その事業としてテニスクラブ・スクールの経営を考え

を産業廃棄ではなく、砂と人工芝を分離して砂は砂とし

るとき、その内容・性格・特徴等を色々な角度から運営

ての再利用等、人工芝はサーマルリサイクルや他目的

管理を含め検討していく必要があります。特に、実務の

での再利用等を行い、廃棄物を一切出さないゼロエミッ

上で多くの消費者と接する機会の多い管理者や指導者的

ションを目指した「砂入り人工芝のリサイクル事業」を

立場の方が担う役割は大きな比重を占めていくものと考

首都圏を中心に推進していく予定であります。

えられます。
そのためにも、管理者や指導者の資質向上を目的とし
て、講演、事業者の事例紹介、実技研修等を組み合わせ

８．研修委員会

ることにより、テニスクラブ・スクールの管理・運営・
指導面での改善とステップアップを目指す研修会を各地

①第21回日本テニス産業セミナーの開催
誰もが身近で手軽に楽しめるだけでなく、家族でも参
加できる「テニス」というスポーツを事業・産業として
普及・発展を図り、スポーツ産業・ビジネスとしてのテ
ニス業界の活性化を促進させていくには、事業者団体の

区協会主催にて開催する予定であります。
開催組織：
共

催

地域・地区テニス事業協会／
社団法人日本テニス事業協会

特別協賛 （株）ダンロップスポーツ

果たすべき役割は大きいものと考えられます。
的として、学識経験者、著名人、有識者の講演をはじめ

③経 営勉強会の開催「TOPGUN PROJECT
2009」

事業者の事例紹介等により、テニスクラブ・スクールの

テニス事業を展開する上では、業界における現状の課

管理運営の改善、経営基盤の安定、現状の把握と対策の

題を認識し、今後の対応方法の方向性を示すことが重要

検討をするセミナーを行なうことにより、テニス事業界

であります。客観的立場からのテニス業界分析を聞き、

の一層の躍進を目的として開催する予定であります。

なかなか情報を得ることが難しい専門分野の知識を学

そのためには、事業者ならびに従事者の資質向上を目

び、“サービス業”としての観点に重点を置き、現在成
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功を収めている同業者の情報も得た上で、今後の事業を

②テニスフェスティバルの地区開催

有益に展開するために異業種の事例も含めたコンサル

テニス産業界が活性化するための要因の一つとして、

ティングを受けて自らの経営方針・事業計画等を再確認

既存の施設や指導者を有効に利用した顧客育成事業を展

する。また、職責に応じた役割を再認識し、自信と誇り

開していくことにより、愛好者の拡大と新規需要の創出

をもって事業を行うための手法を体得することを目的に

を図ることが不可欠であると思われます。

行うものであります。また、テニス事業がサービス業と

消費者参加型のイベント展開により、より多くの国民

して定着し、管理者同様に今後はスタッフ全員の顧客

にテニスを体験する機会を提供し、地域や消費者に今ま

サービスの質が問われる時代になってきております。そ

で以上に密着した産業として健全な成長と発展を図り、

こで、コーチやフロントスタッフ等の実践的で効果があ

もって国民生活のゆとりと豊かさに寄与・貢献し、テニ

る研修会を行う予定であります。

ス産業の安定的成長とテニスというスポーツの普及、振

開催組織：

興を目的として開催する予定であります。

主

催

社団法人日本テニス事業協会

後

援

社団法人日本プロテニス協会、その他

主

管 社団法人日本テニス事業協会研修委員会

テニスフェスティバルの内容は今後の誘客施策の一つ
として、（1）未経験者への体験教室等、（2）幼児・年少
者に対するショートテニス講習会等、（3）親子テニス教

会

期：平成21年10月13日（火）～14日（水）

室・大会等、（4）一般テニス講習会・大会等、（5）プロ選

場

所：メルパルク東京

手対戦コーナー、エキシビションマッチ､（6）即売会など

構

成：1. 講師による講演

2.分科会

3. 懇親パーティ
対

ります。

象：1. クラブオーナー
3. マネージャー
5. スタッフ

を開催地区の実情に合わせて構成して実施する予定であ

2. スクール代表

組

4. テニスコーチ

織：

6. フロント

主

催

7. テニス関係者

社団法人日本テニス事業協会／
地区テニス事業協会

特別協賛 （株）ダンロップスポーツ

④定例勉強会の開催
平成18年度よりテニス事業者の成功事例を学ぶ「定例

③キッズ＆ジュニアテニスカーニバルの開催

勉強会」を開催しておりますが、昨年度よりテーマを多

テニス人口の拡大というテーマに向け、未経験の子供

角的に捉えて組織委員会や税制委員会と合同で開催いた

達に体験できる場の提供をテーマに取り組みます。同時

しました。今年度はより内容の充実した研修会となるよ

に加盟会員の営業所への紹介についてもPRするつもり

う努めて参ります。

です。指導員の派遣及び運営協力いただける事業者の決
定及び人数を早期に公平に取り決める予定です。
組

９．普及委員会

織：
催

社団法人日本テニス事業協会

後

援

東京都、（財）日本テニス協会、

①『テニスの日』イベントの開催

主

（社）日本プロテニス協会

今年で12年目を迎えキャッチフレーズも昨年に引き続

ショートテニス振興会、他

き『テニス祭り』と定め、誰もが年に１回、大いにテニ

特別協賛 （株）ダンロップスポーツ、

スを楽しみ、盛り上げようというお祭り的なイメージを

サントリーフーズ（株）

打ち出すことになりました。本協会としては、会員全員

運営主管 東京都テニス事業協会

が個別イベントの実施という大きな目標に向け取り組ん

期

日：平成21年10月17日（土）or 24日（土）

でいきたいと思っています。

会

場：有明テニスの森公園

また、テニスの日のイベントとして定着した『全国一
して取り組みます。大きなイベント開催ではなくボレー

④東 京都知事杯・有明テニスコンペティション
の開催 【事業委員会共管】

ボレーだけでもイベント登録をお願いしたいと思いま

事業委員会との共管で昨年以上の成功を期待します。

斉ボレーボレー』は今年度も目標を参加者１０万人！と

す。

告知・募集を早期から実施します。
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⑤テ ニス活性化委員会と連携したテニスの普及
活動

チからの経験談を伺うなど若手に刺激になるような懇談
会を定期的に開催する予定です。

今後のテニス業界に良い影響を与えることができるよ
う、メーカー各社と手を組んで様々な取り組みを検討中
です。普及委員会としては『草の根普及活動』を中心に
取り組みます。

②コーチスキルアップセミナーの開催
更なるコーチの向上の場を作ることができないかと考
え、昨年度「スキルアップアンケート」を行い、コーチ
が求めるご意見から要望の高い項目についてのセミナー
を定期的に開催いたします。

10．クラブ部会

コート上でのレッスンスキルの向上・個人の資質の向
上・そしてテニス界の厳しい現状を打破するべく、テニ

①後継者の会の開催

ス事業者間の協力関係の強化を目指して参ります。

クラブ部会では、テニスクラブビジネスを長く存続さ
せるために、経営者の世代間交流を図ると共に、クラブ
経営者の情報交換および実践学習の場を提供してまいり

13．フロント部会

ます。
本年度も「クラブ後継者の会」を中心に、クラブ経営

①フロントステップアップアカデミーの開催

の事例研究会や交流会を開催し、全国のテニスクラブ経

一昨年より開催して参りましたフロント部会では「憧

営者およびその後継者のネットワーク作りを目指しま

れのフロントになるためには」というテーマのもとに活

す。

動をして参ります。この「憧れのフロントになるために
は」というテーマは、日本テニス事業協会15周記念テニ

②事 業継承に関する調査を総務・税制委員会と
連携して行う予定です。

ス産業セミナーのフロント分科会において協議された内
容で、全部で10項目です。
「憧れのフロントになるためには」10項目

11．スクール部会
①スクール部会活動の準備
スクール経営者（又はそれに準ずる方）を中心に、テ

１．身だしなみ

６．リスクマネジメント

２．挨拶

７．報告・連絡・相談

３．お客様の情報を集める

８．話し方、聞き方

４．笑顔でお客様に接する

９．チームワーク

５．整理整頓する

10．創意工夫する

ニス事業者の社会的地位の向上を目指し、これからのス

これらフロントの重要項目をみなさまのフロントとご

クール経営の在り方や確たる経営方針の策定等、それぞ

一緒に掘り下げて勉強しスキルアップすることにより、

れ抱える課題などについて情報交換や意見交換を行い業

テニス界を盛り上げていきたいと考えております。

界の活性化を図る為に年に１～２回の会合を行う予定で
あります。

1４．周年事業プロジェクト
12．コーチ部会

①20周年記念事業の開催準備
今年は協会が設立し17年目となり、会員各位の努力と

①テニスコーチ懇談会の開催
従来木曜日に定期的に開催しておりました「コーチ懇
談会」を今年度より、１つのテーマに対して色々なコー

関係各位のご協力を仰ぎお陰様で協会は順調に発展を遂
げ、業界の内外を問わずその存在感が増して参りまし
た。

チの意見（物事の捉え方、観かた、感じ方、考え方、

平成24年度の協会設立20周年を迎えるにあたり、周年

表現のしかた等）を聞くことで、新たな発見や確認をし

事業をどのように開催するかなどについて準備を行う予

ながら見聞を広めようという会として、新たにスタート

定です。

することといたしました。新人から中堅、ベテランまで
対象は制限無く参加できる研修会を予定しております。
また、新たに火曜コーチ懇談会として、ベテランコー
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「9/23 はテニスの日」
キャッチフレーズは『テニス祭り』
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9/23 にこだわらず、他の日程でもかまいません。
ぜひ団体・スクール・クラブで企画開催をお願いします。
●基本ルール：

「１０分間ノーバウンドで続いたペア」を認定
テニスの日公式ホームページで発表します！
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●オリジナル・ルールも大歓迎：1 分間でも回数でも

とにかくチャレンジ！
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「10 分間達成ペア」
がいなくても、『頑張
ったで賞』などを表彰
してはいかがですか。
文面が自由に作成で
きる表彰状フォーマ
ットも用意しますの
で、ご利用下さい。
（HP よりダウンロー
ド可能）
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テニスプロデューサー報告

「私の経営へのこだわり」
シニアテニスプロデューサー STP060015
スポーツゾーンジップ 矢沢 直樹
私は父親との別れが７歳と早かった関係で自分でも早

今更考えるまでもなくこんなことでは会社の経営はう

くから経営ということに意識は向いていたほうではな

まく行くはずはありません。事実、創業11年目から新規

かったかと思います。先代の父が今で言うベンチャー企

事業として飲食業界に進出した際には、自分の意思決定

業を興していた影響からか、自分も大学3年のときに会

の甘さからかなりの損失を出し、本業まで危険にさらす

社を作りました。

ような事態にまでなったのでした。

しかし会社で何をしたいのかも定まらずとりあえず、

自分の意思決定の軸がはっきりしていなかったため、

｢何かをしなければならないので会社というものを作っ

周囲に言われるままに出店を重ね売上高こそ伸びます

た｣というのが実情でした。幸い受け継いだ利用されて

が、設備投資と営業赤字に苦しみました。「倒産」とい

いない資産があったので「まずはｽﾎﾟｰﾂで地域に元気

う言葉が身近に思えるほどの状況だったのです。

を」ということで、テニスをやった事が無い人間がテニ

この頃を振り返ると出店を決定した自分の責任よりも

スクラブを始めたのが25歳のときでした。以来、会社は

出店を勧めたコンサルや本部、店長の技量の低さなどば

紆余曲折を経て今期で23期目を無事終えることが出来ま

かりに責任を問う、まさに｢他責｣の経営者でした。「難

した。

有り」と書いて後ろから読んで｢有難い｣と気づいたのは

以上が非常に簡単ではありますが、私の経歴という事
になります。今から思えば志は正直に低かったかと思い
ます。マズローで言うところの安全・安定の欲求レベル

その頃でした。
また「自分に解決できない問題は目の前には現れな
い」と知ったのもこの時期でした。

だったかもしれませんが、それでも経営者として会社を

そのときの経験から学んだことは、稲盛和夫さんの言

存続させていくうえで得たこと、学んだ事は少なくあり

葉にある「動機善なりや。私心なかりしか」です。いま

ません。

経営者として意思決定の判断に迷ったら「動機が善であ

そこでタイトルの「経営へのこだわり」についてです
が、私自身23年あまり経営者をやってきて「経営へのこ
だわり」といったものはあまり意識したことはありませ

るかどうか」心の声に耳を傾けます。
そして我社の行動指針にもなっている「勇気をもって
正しいことをしよう」と向かい合います。

んでした。ということは会社の意思決定の基準となる物

こうして日々の選択を行っています。「経営へのこだ

差しがあまり確立されていなかもしれません（あまり褒

わり」と問われたならばこの「ものさし」こそが「こだ

められる事ではありませんが）。

わり」かと思います。これからも数多くの「難有り」に

あるときは収益性だったり、あるときはその事業を行
う意味だったり、またあるときは体裁だったりとか変化
していたのです。

遭遇する事でしょう。
その際には心の声が聞こえるように自分を磨きなが
ら、会社の繁栄のために努力して行きたいと思います。
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地区協会活動紹介

2009 テニスサービスセミナー in Tokyo 開催報告
東京都テニス事業協会 研修委員
主

実行委員一同

催：東京都テニス事業協会／
社団法人日本テニス事業協会

主管運営：東京都テニス事業協会研修委員会
期

日：平成21年３月10日（火）

会

場：武蔵野ローンテニスクラブ
（晴天・雨天共に）
平成21年３月10日（火）に行われました2009テニスサー

ビスセミナー in TOKYOに関しましてご報告申し上げ
ます。
現在テニスを楽しむ為のサービスは顧客のニーズに応
様々なサービスの模索をされていることと思われます。

■「 テニスクラブとスクールの違い、コート管
理について」

今回のセミナーの趣旨として、テニス事業の原点でもあ

武蔵野ローンテニスクラブ 専務取締役 内藤昇一

るテニスクラブを顧客の立場から体験し、テニスという

○日本のテニスは欧米に比べ若い分野なので構想として

スポーツのすばらしさやコミュニティーの大切さを再

は100年続ける事業を目標にし、創業約40周年、残り

認識していただき、顧客同士のサークル化や新たな顧客

60年続けて地域やメンバーへの貢献が出来るのではな

ニーズ獲得に役立てて頂くものであります。また昨今の

いか。

える様に年々多様化しています。皆様におかれましても

温暖化や顧客の高齢化により、スポーツでの死亡事故や

○テニスクラブ運営＝究極のテニス接客業

障害事故が多数発生しており、それらに対し求められる

クラブ運営において、お客様間のプレー後の団らんが

緊急時の救急救命や最新かつ実践的な事業所対応研修を

テニスと同じぐらい大事、ロケーションと会場内の四

行い、今後の現場活用に役立てて頂くものです。

季折々の風景や雰囲気作りに気を使う等お客様への
気遣いが大事なサービスである。また健康と仲間づく

■「テニスクラブとは何か。テニスの歴史」
東京都テニス事業協会 会長 野田敏夫
○テニス創始の話に始まり、クラブライフの説明、日本
初のテニスクラブ設立からその後の第１次テニスブー

り、特に会員間のコミュニティーの為の時間・コート
割り表を上手く利用して、会員の孤立化防止、レベル
差解消等の工夫もおこなっている
○クレーコートへのこだわり

ム、現天皇陛下ご成婚時の第２次テニスブーム、昭和

クラブ創業時日本ではクレーコートが主流だったが現

４５年頃の経済成長期の第３次テニスブームから現在

在では希少価値がある。インドアと違い天候に左右さ

の殆どのテニスクラブが設立して現在に至っているこ

れコンディションも変わるコートでのプレーはテク

と、また社団法人日本テニス事業協会の生い立ちのお

ニックや忍耐力等も養われるのでジュニア育成にも役

話しいただきました。

立ち、日々変わる状況でお客さんとの交流も生まれ

○日 本テニス界が19世紀後半の独自の軟式テニスから

る。

育った選手が硬式テニスへ転向、世界舞台で活躍しオ

○会 員のお子さん、お孫さんまで三世代同居のアット

リンピックでの初メダル獲得を経て現在迄の様々な選

ホームなクラブを作ることで百貨店外商を例にとり、

手達に至り日本テニス界を支えている。

売り上げ会費収入の増額を図りたい。
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■「 緊急対応と熱中症対策、エマージェンシー
プラン」
NPO法人スポーツセーフティージャパン
副代表理事

難ルート、施設での役割分担や各種フォローアップま
で詳細な説明。特に救急バックの中身は思い違いも多
く感心した方が多かったです。

嶋崎 愛

○スポーツ現場における突然死の現状説明

■クラブ体験

サ ーキットトレーニング中における急性心不全や野

当日は前夜から朝までの雨でしたが会場スタッフの皆

球・サッカー等球技の打球接触における心配停止等に

様のご尽力により時間通りに開始出来ました。普段手合

よる死亡事例

わせしない方々とのプレーで参加者の方々は会員の立場

○心肺停止等に対する緊急対応

でコミュニティーやクラブでの過ごし方を実感し、有意

A EDとダミー人形を使用し班ごとに機材の利用法や

義な時間を過ごされたようです。同時進行で武蔵野ドー

実地講習を交えての講習と救急救命のポイントと手当

ム・テニスシティー施設案内もあり良い研修になりまし

の必要性の説明

た。

○熱中症対策
スポーツ現場における突然死の現状説明や事例紹介、
熱中症の段階ごとの分類、予防と対策（暑熱訓化、体

最後に
当日は42名の方にご参加をいただき大変好評にて終了

重チェック、体調管理、水分補給等）の説明

いたしました。会場の武蔵野ローンテニスクラブスタッ

○エマージェンシープラン（緊急対応プラン）

フの方々を始め、開催に際しご協力頂いた関係各社には

緊急時の電話番号リストや救命器具の場所、誘導・避

大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。
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フロントこそテニス事業の要
武蔵野テニスシティー
女の子なら小さい頃、誰でも１度は憧れた職業・・・
キャビンアテンダント（以下CA）。空港内を歩いてい
る姿勢、接客サービスや緊急時の誘導などを行う姿がと
ても堂々と颯爽としていて、今でもそう思いますが子供
ながらに素敵に映ったものです。

総支配人

内藤

智子

「ヤッタ！」と嬉しく思いました。
そうです！CAと同じように小さいお子様からも憧れ
る職業になってきたのです。
人として、常に「球」であってほしい、うすっぺらい
「円」では横から見ると「線」にしかみえません。どこ

フロント部会を発足して以来「憧れのフロントになる

で誰がどの角度から見ても「丸」でなくては意味がない

ために」常にディスカッションしていますが、「憧れ

と日頃からスタッフに話しています。そうでないとお客

る」というのはもちろん外見だけではなく内面からにじ

様の前で心からあふれる「真心のこもったオーラ」は自

みでる人間性の温かさは必須でしょう。

然に現れないのではないでしょうか。

武蔵野テニスシティーをオープンするにあたり、まず

日本中のテニススクールのフロントは年々意識が上が

はフロント教育から指導いたしました。日々の業務は

り、勉強し、よりよいサービスを考えて日々前進してい

CAと同じく接客サービスからスタートです。システム

ます。お客様に最初に顔を合わせてテニスの素晴らしさ

を頭に入れるのは当たり前ですが、心からの笑顔、立

を一番にお伝えできるのもフロントスタッフです。これ

ち居振る舞い、所作もとても大切な事です。歩き方、姿

からも毎日楽しく生き生きとフロントに立っていただく

勢、お客様はもちろんスタッフ間でも相手の身になって

ためにも、スクールのオーナー・支配人の皆様、フロン

考えられる力・臨機応変に対応・センスある気配り・清

トスタッフの日々の努力をより理解していただき、励ま

掃・整理整頓・お花の生け方etc・・・。私のフロント

しと感謝の言葉掛けをお願い致します。

スタッフへの要求は高いかもしれませんが、スクールへ

きっとスクール生の皆様に反映し、これからも気持ちよ

いらっしゃるすべてのお客様を気持ちよくオンコートの

く足を運ばれ、楽しくレッスンをしていただけるのでは

コーチへとバトンタッチするためには当たり前の事だと

ないかと思います。

思っています。そしてまた、レッスン終了後フロントス
タッフがお客様に感謝の気持ちを持ってお見送りする。
先日ジュニアのお子様が「大きくなったらここで働き
たい～！」とフロント前で話しているのを耳にした時は

フロントとコーチの連係プレーで成り立つテニスス
クールです。
フロントの皆様！これからも自信を持って頑張りま
しょうね。
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始めよう！続けよう！もっとテニスを！

テニス活性化委員会
始めよう部会

活動状況報告

もっと続けよう部会
始めよう部会部会長

金田

彰

平成21年2月テニス活性化委員会本会議場で『始めよ
う部会』『もっと続けよう部会』（レック新堀部会長）
が誕生しました。
『始めよう！続けよう！もっとテニスを！』標語の元
に、国内のテニスの活性化のためメーカー事業者が集ま
り、知恵をだして、何とか行動しようと言う団体であり
ます。
文字通り、『始めよう部会』はどうしたらテニス始め
てくれるのかしら？そのために何が必要？どういう人に
始めてもらうの？と言うような疑問を分析して、実践に
移すのが我々部会の使命であります。
時代のニーズは『安い』『近い』『短い』『楽しい』
『タダ』などのキーワードに象徴されるような手軽なも
のが重宝されているのではないか？
始めてもらうための草の根活動はどんなことが出来るの
か？
マスコミにもっと露出するためにはどうしたらよいの
か？
ストリートテニスをしてみたい！
大学サークルと連携は取れないのだろうか？
どこをターゲットにするの？
我々事業者は過去を振り返りますと、ジュニアスクー
ルに大きなパワーを注ぎ、マーケットとして育成してき
ました。そしてシニア、桂米助さん沢松さんには悠々テ
ニス大使になっていただき、NHKではテレビ番組の作
成を行い放映もされました。その他、テニスの夕べ、軽
井沢合宿、等。
そこで、我々は忘れられた年代、大学生・高校生の存
在に着目しました。体育会は勿論ですが、大学同好会の
数はテニスが一番、のはず。
大学生に女子大生にどうしたらテニスを始めてくれる
のか、なぜテニスをしないのか、この調査を行いましょ
うと言うことになりました。
幸い当事業協会の理事に、横浜国大の蝶間林先生、早
稲田大の間野先生がいらっしゃいます。本件相談しまし
たら、お二人とも快く協力を約束していただきました。
この場を借りまして、御礼申し上げます。
読者の皆様には調査研究事業の経過につきましても折
につけご報告いたします。
また、マスコミとのお付き合いにしても我々テニス事
業者のもっとも苦手とすることであり、費用の面からも
限られた活動になるとは思いますが、研究を重ねていく
予定です。
最後になりましたが、『草の根活動』我々は本当に地
道ではありますが、自分たちが出来る、もっと手近な地
味な活動を忘れてはならない。その積み重ねがきっとプ
ラスになること信じて実践していきたいと思っておりま
す。
何かの折にニュースの紙面やホームページ上でご報告
いたします。

もっと続けよう部会部会長

新堀

丘

昨年からテニスメーカーさんと日本テニス事業協会
で、“テニス活性化委員会”を立ち上げました。目的
は、その名の通り【テニス界を活性化しよう！】です。
本会のスローガンは、『始めよう！続けよう！もっとテ
ニスを！』と決めました。そしてそれを具体的に実現し
ていくために、二つの部会が設置され、私が『もっと続
けよう部会』を担当することになりました。もう一方の
『始めよう部会』は盟友のスポーツクリエイト金田氏で
す。
『もっと続けよう部会』では、テニスを続けて行こ
う！もっとテニスをしよう！という事をアピールし、現
実にそのような場を提供することにも取り組む予定で
す。そして、よりコアなテニスファン増大が大きな目的
です。
テニス業界を活性化し、もっとコアなファンを作る？
そんなことが簡単に出来たら誰も苦労はしない！と言わ
れそうですが、まずは思いつくことからやろう！出来る
ことからやってみよう！という精神で毎月1回の会合を
設けています。多忙なメンバーなので他はメールや電話
でのやり取りですが、確実に前に進んでいると感じてい
ます。
有明で開催される『東京都知事杯（有明チームコンペ
ティション）』などは、本会の趣旨に合致するイベント
として更に成長させるつもりでいます。更には、見果て
ぬ夢？かもしれませんが全日本選手権を盛り上げよう！
日本中の市町村大会を全日本選手権一次予選と位置付
け、それを多くのテニスファンに浸透させよう！と考え
ています。
現在は、活性化委員会の存在を業界にアピールするべ
く、ポスター作成とその掲示について検討中です。内容
について詳細を書きたいのですが、様々な契約等の関
係から、現段階ではそれを書くことができないのが残念
です。しかし、『おっ！中々格好いいね！』とか『う～
ん、すごいね！』と評判になることは間違いないと信じ
ています。
まずはテニス業界に対して活性化を一緒にしていきま
しょう！と訴えかけることから始めることにしました。
更にこのポスターを一般の方に見てもらえるような掲
示方法があればと考えています。
いずれ皆様の事業所にもポスターが届くと思いますの
で、掲示をよろしくお願いします。
同時に『テニスの日』との連動も活性化委員会全体と
して取り組んでいます。昨年同様に全国ボレーボレーを
始め、他のイベント等で9月23日の『テニスの日』を盛
り上げていくつもりです。お気付きの方もいるとは思い
ますが、今年の『テニスの日・個別イベント部会』のス
ローガンは活性化委員会同様に『始めよう！続けよう！
もっとテニスを！』です。
総てのテニス事業者でテニス界活性化を実現していきま
しょう。
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トップインドアステージ亀戸の皆さんが表彰されたときの模様を伝える新聞

５月１３日水曜日２０時２５分ごろ、多くのお客様で混み合

翌

矢 野さんでした が 、

うトップインドアステージ亀戸・初級クラスのレッスン中に起こ

痙攣して倒れている

りました。その時間帯は４面のコートのうち、AからCコート

男性の様子から、極

はほぼ満員。Dコート

度の緊張状態でうま

･初級クラスはコーチ

く処置を施すことの

２名、生徒６名が参

できない状 態となっ

加していました。

このコートでお客様が倒れ救護しました

レッスン開 始 から
サンストリートのエントランス
この奥にTOPインドアステージ亀戸があります

だく

ていましたが、隣のC
コートから駆けつけ

３０分が経過したこ

た佐々木ヘッドコーチの助けで、
AEDの操作がはじまりまし

ろ、
コーチとのラリー

た。

社の

中、
ひとりの男性が手

佐々木ヘッドコーチは倒れている男性の胸に電極パッド

なっ

を上げ合図を送るようにして、
しゃがみ込みました。担当の

を貼り、
AEDの音声ガイダンスに沿って操作し、
電気ショック

要と

志田コーチは「交代して、
休憩しましょう
！」
とその方に声を掛

を加えました。
そして、無我夢中で心臓マッサージを開始し

「

けましたが、
男性はベンチに向かって歩き始めたところで倒
れ、
心肺停止状態となりました。

お客様としてBコー

白目をむいて倒れている姿に、
志田コーチはすぐにフロン
トスタッフに救急車を要請。
フロントの小笠原さんが１１９番
に電話し救急車を呼びました。一緒に練習をしていた生徒
性を寝かせ、肩をた
たきながら、
名前を呼
んでも、
まったく反応
がない状態でした。
状 況に気づいて、

代役

ていた外科医の方に

はな

も何

マッサージは必要な
表彰の模様。左から佐々木ヘッド・矢野フロント
小笠原フロント・志田コーチ

い！」など、的確な指
示をいただいたことも

たいへん幸運なことでした。
１回目の電気ショック後、
サポートいただいたこともあり、
男
性の意識が戻りました。声を掛けながら様子を見守っていま

いち早くAEDをコー

した。
その後、
もう一度意識が無くなり、
２回目の電気ショック

トに運んだフロントの

を加えようとしたところで、
救急隊が到着。
救急隊に引き継ぐ
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振替

トでレッスンに参加し
「脈があるから心臓

さんが見守る中、男

TOPインドアステージ亀戸は駐車場の上にあります

か？

ました。

2009/07/07

10:45:23

ことができました。倒

した。今は、
一ヶ月の入院で、
徐々に回復なさっているとお聞

れてから１０分程度

きしております。検査で原因を探っていらっしゃるそうです。

のことだったとのこと

消防署の方の話によれば「手際よく応急処置ができたか

です。
救 急 車は佐々木
ヘッドコーチが同乗
現場で救護に当たった佐々木ヘッドコーチ

らこそ、
後遺症も無く回復されている。」
とお褒めの言葉をい
ただきました。適切に動いてくれたスタッフに本当に感謝し
ています。

のうえ、墨東病院に

担当の志田コーチから話を聞くと、一緒に受講していた

向かいました。
フロン

友達の「今日は、人数が少なくたくさん打てるね！」の言葉に

トからの連絡で、
ご家族の方も病院に向かっていただきまし

「あまり体調が良くないんですよ。」
とおっしゃっていたとの事、

た。連絡を受けた渋谷支配人も病院に駆けつけましたが、

レッスンが始まる前に「体調はいかがですか？」など、
コミュ

時間が遅くなったことから、後日、
ご家族からご連絡をいた

ニケーションをしっかりとることが大切だと、
あらためて感じま

だくこととなりました。

す。
そして、
事故の際にレッスンを止めてでも医療関係者の

翌日、
ご家族から佐々木ヘッドコーチ宛にお電話があり
「命に別状なし」
とのご連絡と感謝のお言葉をいただき、
は

方がいらっしゃるかを確認をすることで、
さらに良い救急対
応ができると感じました。

じめて安心できたそうです。
倒れてから救急隊到着までの１０分前後の措置でひとり

新聞

■ 佐々木ヘッドコーチ インタビュー

のお客様が一命を取り留めました。
コーチ、
フロント、
救急隊

翌日、
ご家族の方から命には別状なしとのご連絡をいた

員の迅速な連携は、
まさに「命をつなぐリレー」でした。

だくまでは、本当に不安でいっぱいでした。
また、
その場の

今回の取材から、救護の際は、周囲の協力が欠かせま

いる

処置がなければ…と

せん。
より多くの人が訓練を受け、
誰もが救急処置が行える

、極

ご家 族に感 謝の言

ようになることが必要です。ぜひ、
テニス事業の携わる皆様

うま

葉をいただいて安心

も定期的に講習等に参加しましょう。

が、

しました。

との

なっ

心肺停止でAED

のC

を使うのは、今回が

つけ

スタッフ４名には感謝状が贈られました

まし

はじ め て でし た 。
AEDの使い方を会

社の研修で経験していなかったら、
もしかして、違う結果に

ッド

なっていたかもしれません。
また、
今後も定期的な講習が必

ック

要と感じています。

始し

コー

加し

「当日、他のコートのお客様の様子は、
どうだったのです
か？」
と質問すると、
初級クラスは事故後、
レッスンを中止して
振替えの対応をとりました。救急車に同行するため、
自分の
代役を立てたことで、
その他の３つのクラスは中止すること

方に

はなく、
最後まで行うことができました。周りのコートの皆さん

臓

も何か起きていることは感じていらしたと思いますが、
大きな

取材ご協力に感謝いたします
高木工業株式会社スポーツ事業部

TOPインドアステージ 亀戸
JR亀戸駅東口徒歩3
分のショッピングモー
ル「サンストリート」内
にある日本最大級の
スクール。
1997年11月開業。施設総面積約3,400m2という開
放感あるスペースに加え、若さあふれるスタッフと熟

要な

騒ぎとならずに助か

な指

りました。

スンが人気です。
ゴルフスクールも併設しています。

■渋谷支配人インタ

〒136-0071

とも
ビュー

、
男

いま

入院されたばかり

ック

の時は、
ともかく助か

継ぐ

スタッフに感謝！ 渋谷支配人

練スタッフのきめ細かなサービス、
そして丁寧なレッ

東京都江東区亀戸6-31-1 サンストリート内
電話番号 03-3636-3990
コート数5面（内ハーフコート1面）
、
ゴルフ１２打席

って欲しいの一言で
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JTIA News45.indd

19

2009/07/07

10:45:24

♫ᅋἲே ᪥ᮏ䝔䝙䝇ᴗ༠ဨ䛾ⓙᵝ䜈

䛚ၥྜ䛫ඛ

䠄䝣䜱䝸䝑䝥䝇♫〇 䠅

ᾐ ᾔ ᾓ 䛾䛤ෆ
(⮬ືయእᘧ㝖⣽ືჾ䠅

ALSOK⥈ྜ㆙ഛಖ㞀䞞
⥈ྜ⟶⌮Ⴀᴗ㒊

ᢸᙜ ୰ᮧ䞉➉ୗ

TEL 03-3470-1854

E䝯䞊䝹 jotyueigyo@alsok.co.jp

ᩆ䛾䡶䢚䡬䢕䡿䢚䢙䡼䡮䢍䛿䠏ศ䛷䛩
䛔䛴䛷䜒䚸䛹䛣䛷䜒䚸ㄡ䛻䛷䜒㉳䛣䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛣䛸䚸䛭䜜䛜✺↛䛾ᚰṆ䠄ᚰ⮚✺↛Ṛ䠅䛷䛩䚹
ᅜෆ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㝔እ䛷䛾✺↛䛾ᚰṆ䛛䜙䛾ᩆ⋡䛿⌧ᅾ䠑䠂䛻䛩䛞䛪䚸ᖺ㛫䠎ே䛛䜙䠏ே䛾᪉䛜ஸ䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛸䛔
䜟䜜䛶䛚䜚䜎䛩䚹ᚰṆᚋ䠏ศ௨ෆ䛻㝖⣽ື䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛾ᩆ⋡䛿⣙䠓䠌䠂䛷䛩䛜䚸㝖⣽ື䛜䠍ศ㐜䜜䜛䛤䛸䛻⣙䠍䠌䠂䛾ྜ
䛷ᩆ⋡䛜పୗ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹䠍䠍䠕␒㏻ሗᚋ䛛䜙ᩆᛴ㌴䛾⌧ሙ฿╔䜎䛷䛾㛫䛿ᅜ䠒㻚䠑ศ⛬ᗘ䛸ゝ䜟䜜䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䚸ᩆ
ᛴ㌴䛜⌧ሙ䛻฿╔䛩䜛䜎䛷䛾ᩆάື䛜㔜せ䛸䛺䜚䜎䛩 ᅜෆ䛻䛚䛔䛶䜒 ୍⯡ᕷẸ䛻䜘䜛᪩ᮇ䛾㝖⣽ື䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚
ᛴ㌴䛜⌧ሙ䛻฿╔䛩䜛䜎䛷䛾ᩆάື䛜㔜せ䛸䛺䜚䜎䛩䚹ᅜෆ䛻䛚䛔䛶䜒䚸
⯡ᕷẸ䛻䜘䜛᪩ᮇ䛾㝖⣽ື䛾ᐇ⌧䛻䜘䜚䚸ᩆ⋡
ᩆ⋡
䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䜹䞊䝷䞊䛾⏕᭤⥺

ἡὊἚἋἑὊἚᾐᾔᾓỊẆ
Ẕ࣎Ꮝᕽဃඥẕ
࣎ᏍᕽဃඥẕửỴἜỸὅἋẴỦḛ̮᫂ỉᾐᾔᾓḜỂẴ
ỂẴᴿᴿ
ᴿᴿ
䠘䠤䠯䠍䛾≉ᚩ䠚
ㄡ䛷䜒⡆༢䛻⏝䛷䛝䜛䚸Ᏻᚰタィ
䳑ᑠඣ⏝䝟䝑䝗䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸䠍ṓ௨ୖ䠔ṓᮍ‶䠄య㔜䠎䠑䠧䡃ᮍ‶䠅
䛾ᑠඣ䛻䜒Ᏻᚰ䛷䛩䚹
Ᏻ
ㄡ䛷䜒⪺䛡䜀ศ䛛䜛ᚰ⮚䝬䝑䝃䞊䝆䚸ேᕤ྾䛾䝁䞊䝏㡢ኌ䛷䛩䚹

ἡὊἚἋἑὊἚᾗᾢᾀ

䞉䡞ᚰ⫵⸽⏕ἲ䛾ᡭ㡰䛜▱䜚䛯䛡䜜䜀䚸Ⅼ⁛䛩䜛㟷䛔 䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䜎䛩䚹䡟
䞉䛂㰯䜢䛴䜎䜏䚸㢌䜢ᚋ䜝䛻ഴ䛡䛶䚸ேᕤ྾䜢䜖䛳䛟䜚 䛸2ᅇ⾜䛔䜎䛩䚹䛃
䞉䛂ᜥ䜢྿䛝㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䞉䞉䞉䞉䞉ᜥ䜢྿䛝㎸䜣䛷ୗ䛥 䛔䚹䛃
䞉䛂ᕥྑ䛾ங㤳䛾┿䜣୰䛻ᡭ䛾ᖹ䛾䛡᰿䜢ᙜ䛶䚸䛭䛾ᡭ䛾ୖ䛻䜒䛖∦᪉䛾ᡭ䜢㔜䛽䜎䛩䚹䛃
䞉䛂⬚䜢䛧䛳䛛䜚䛸5
⬚䜢䛧䛳䛛䜚䛸5 cm䛟䜙䛔ᢲ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛃
----------䝸䝈䝮㡢䛜䛺䜛--------䞉䛂䝸䝈䝮䛻ྜ䜟䛫䛶ᚰ⮚䝬䝑䝃䞊䝆䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛃

䠘㻲㻾Ё䛾≉ᚩ䠚
䛔䜔䛩䛥䛸ඃ䜜䛯ሀ∼ᛶ
ἡὊἚἋἑὊἚᾕᾡῇ

эᾮయ䛾ᾐධ䚸᭱⣙䠎䠎䠓䠧䡃䛾㈇Ⲵ䚸㧗䛥1䠩䛛䜙䛾䝁䞁䜽䝸䞊䝖ୖ䜈䛾ⴠ
ୗ䛻⪏䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᑠඣ⏝䜻䞊䜢䠢䠮䡔ᮏయ䛻ᕪ䛧㎸䜐䛰䛡䛷䚸
ᑠඣ䝰䞊䝗䛻ษ䜚᭰䛘䛜䛷䛝䜎䛩䚹

䝔䝙䝇ᴗ༠ဨᵝ㝈ᐃ䇾≉ู౯᱁䇿䜢䛤⏝ព⮴䛧䜎䛧䛯䚹
䜎䛪䛿䚸䛚Ẽ㍍䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ୗ䛥䛔䚹
䛚⏦㎸䜏᭩䜢䛚㏦䜚⮴䛧䜎䛩䚹
20

JTIA News45.indd

20

2009/07/07

10:45:27

䠦䠰䠥䠝ဨ㝈ᐃ≉ู౯᱁
ᡂே䛾䜏䛜ᑐ㇟䛺䜙

䛚Ꮚᵝ䜒ᑐ㇟䛸䛺䜛ሙྜ䛿

䝥䝷䞁䐟 䠄䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖
䠄䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖㻴㻿
㻴㻿䠍䠅
䠍䠅

䢈䢛䢓䢙䐠 䠄䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖
䠄䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖㻲㻾
㻲㻾䡔䠅
䡔䠅
䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖䠤䠯䠍
䝝䞊䝖䝇䝍䞊䝖䠢䠮䡔

୍⯡䛤ᥦ౪౯᱁

䢠㻞㻥㻠㻘㻜㻜㻜䠄⛯㎸䠅

୍⯡䛤ᥦ౪౯᱁

䢠㻟㻢㻣㻘㻡㻜㻜䠄⛯㎸䠅

䡿䢂䡹ᴗဨᵝ౯᱁
䡿
䡹ᴗဨᵝ౯᱁

䡿䢂䡹ᴗဨᵝ౯᱁
䡿
䡹ᴗဨᵝ౯᱁

᭶㢠䝺䞁䝍䝹ᩱ㔠 䢠䠑䠈䠑䠒䠑䠉䠄⛯㎸䠅

᭶㢠䝺䞁䝍䝹ᩱ㔠 䢠䠒䠈䠑䠍䠌䠉䠄⛯㎸䠅

䝉䝑䝖ෆᐜ䛻䛿௨ୗ䛾ၟရ䜢ྵ䜎䛫䛶㡬䛝䜎䛩䚹

䝉䝑䝖ෆᐜ䛻䛿௨ୗ䛾ၟရ䜢ྵ䜎䛫䛶㡬䛝䜎䛩䚹

㻝㻚䜻䝱䝸䞁䜾䜿䞊䝇

㻝㻚䜻䝱䝸䞁䜾䜿䞊䝇

㻞㻚䝞䝑䝔䝸䞊

㻞㻚䝞䝑䝔䝸䞊

㻟㻚ᡂே⏝䝟䝑䝗䠄䜹䞊䝗䝸䝑䝆㽢䠎䠅
㻟㻚ᡂே⏝
䝑䝗䠄䜹 䝗䝸䝑䝆 䠎䠅

㻟㻚ᡂே⏝䝟䝑䝗䠄䜹䞊䝗䝸䝑䝆㽢䠎䠅
㻟㻚ᡂே⏝
䝑䝗䠄䜹 䝗䝸䝑䝆 䠎䠅

㻠㻚ᩆᛴ䝉䝑䝖

㻠㻚ᩆᛴ䝉䝑䝖
㻡㻚ᑠඣ䜻䞊䠄ᑠඣ䛜ᑐ㇟䛾㝿䚸⏝䛧䜎䛩䠅

䈜䝺䞁䝍䝹䛾ሙྜ䚸䝉䝑䝖ෆᐜရ䛾䚸ᐃᮇ⏝䝟䝑䝗䛸
䝞䝑䝔䝸䞊䛿䛻䠝䠨䠯䠫䠧䛜ᥦ౪䛔䛯䛧䜎䛩䚹
ణ䛧䚸䛚ᐈᵝ䛾ᨾព䜎䛯䛿㐣ኻ䛾ሙྜ䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾䛤㈇ᢸ
䛸䛥䛫䛶㡬䛝䜎䛩䚹

䈜䝺䞁䝍䝹䛾ሙྜ䚸䝉䝑䝖ෆᐜရ䛾䚸ᐃᮇ⏝䝟䝑䝗䛸
䝞䝑䝔䝸䞊䛿䛻䠝䠨䠯䠫䠧䛜ᥦ౪䛔䛯䛧䜎䛩䚹
ణ䛧䚸䛚ᐈᵝ䛾ᨾព䜎䛯䛿㐣ኻ䛾ሙྜ䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾䛤㈇ᢸ
䛸䛥䛫䛶㡬䛝䜎䛩䚹

AED㉎ධ䡡䛤ㄝ᫂⏦䛧㎸䜏᭩
Ტᛆ࢘ƢǔႸƴŸǛƭƚƯƘƩƞƍ᳹Უ

Ჷ˟ՃऴإᲷ

š #'&Ʒទλ
,6+#ႇӸ 
ᕼᮃၟရ䠖䕕䠤䠯䠍
䕕䠢䠮䡔䠄ᑠඣ䡳䡬䠅
ᕼᮃ⣡ᮇ䠖ᖹᡂ ᖺ
タ⨨ሙᡤ䠖ఫᡤ
㟁ヰ␒ྕ

᭶

᪥

ྎ
ྎ
㡭

ᐇሙᡤ䠖
㐃 ⤡ ඛ䠖
ᢸ ᙜ ⪅䠖
ཧຍேဨ䠖

ਃ࢘ᎍӸᲴ
ᡲዂέᲴ
Ɲ˰
Ɲ˰Ჴ

š ᛟଢ˟ƷဎƠᡂǈ
ᕼᮃ᪥䠖ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
ᕼᮃၟရ䠖㻴㻿㻝䞉䠢䠮䡔
䠄䛹䛱䜙䛛䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䠅

ʙಅӸᲴ

㡭䛛䜙

ྡ

'OCKNᲴ

䈜グ㍕䛜⤊䜟䜚䜎䛧䛯䜙䡠ୗグ䛾㻔♫㻕᪥ᮏ䝔䝙䝇ᴗ༠
ົᒁ䜎䛷㻲㻭㼄䜢㏦ಙ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䡝
䛀䛚ၥྜ䜟䛫ඛ ⏦㎸ඛ䛁
䛀䛚ၥྜ䜟䛫ඛ䞉⏦㎸ඛ䛁
♫ᅋἲே᪥ᮏ䝔䝙䝇ᴗ༠ ົᒁ
䠰䠡䠨䠌䠏䠉䠏䠏䠐䠒䠉䠎䠌䠌䠓
䠢䠝䠴䠌䠏䠉䠏䠏䠐䠏䠉䠎䠌䠐䠓
䛀㈍ඛ䛁

㈍䛾ὶ䜜
䛚ᐈᵝĺᴗ༠ĺ⥈ྜ㆙ഛಖ㞀䞞ĺ䛚ᐈᵝ䠄ㄝ᫂䞉⣡ရ䠅

⥈ྜ㆙ഛಖ㞀ᰴᘧ♫ ᖖ㥔䞉⥈⟶Ⴀᴗ㒊
ᢸᙜ䠖୰ᮧ䞉⚄ಖ䞉➉ୗ
䠰䠡䠨䠌䠏䠉䠏䠐䠓䠌䠉䠍䠔䠑䠐
䠢䠝䠴䠌䠏䠉䠏䠐䠓䠌䠉䠑䠒䠍䠎

21

JTIA News45.indd

21

2009/07/07

10:45:29

安全管理委員会通信

安全管理委員会通信 Vol.1

Vol.1

このたび（社）日本テニス事業協会に新設されることになりました「安全管理委員会」では、会員の
皆様に安全管理に関する情報発信をすべく、安全管理委員会通信コーナーを設けることとなりまし
た。本コーナーでは安全管理に関するご提案や問題事例などの紹介、また対策や必要なシステムな
どを紹介して参ります。
初回配信となります今回は、安全管理委員会としての主旨・活動からご案内したいと思います。

■ 安全管理委員会について
さる、５月７日（木）１５時〜ＪＴＩＡ会議室において、

気をつけましょう！この季節

第１回安全管理委員会会議が開催されました。

■ 夏に向けて

出席者：雑賀会長・金田彰委員長・渋川博美・古賀裕一

じめじめした梅雨が終わると、酷暑がやってきます。

冨塚拓彦／事務局：加藤
〜会議議事〜
１．ＪＴＩＡ安全管理委員会としての安全管理の定義
原則として、コート上の事故に起因・由来する項目を指し、

この時期は湿度・熱へのじゅうぶんなケアが必要になります。
お客様から熱中症患者を出さないよう注意しましょう。

１．適度な休憩の推奨

情報漏えい等の安全（危機）管理等は含まないものとし、

こまめに休憩をとるようにしましょう。

ＪＴＩＡテニスプロデユーサー科目の安全管理をベース

特にクラブ会員様はプレー時間・量を自分で決めます。

に定義を明文化する。

また、高齢の会員様も少なくありません。

２．安全管理委員会の活動について
実態調査の実施加盟事業所に協力を依頼し、安全管理に

適度な試合数をおすすめしましょう。

２．水分補給

関する実態調査を実施する。併せて、事故事例等につい

水分補給はこまめにしましょう。

ても情報提供の協力依頼をする。

一気飲みはいけません。

３．安全管理に関する啓蒙活動

また、発汗により失われるのは水分、塩分だけではあ

安全管理に関する啓蒙活動を実施する。通信等による意

りません。ミネラル、ビタミンも汗とともに失われます。

識喚起、事例情報共有、安全管理体制構築のアドバイス

アミノ酸、クエン酸が含まれたドリンクをおすすめす

をする。
＊５月２７日 第２回安全管理委員会会議を実施しました。
出席者：雑賀会長・金田彰委員長・古賀裕一・冨塚拓彦
野田照彦・臼倉明博・境敬行・加藤・増田

■ 安全管理の重要性について（基本的概念）
一般に、運送事業や建設業・製造業においては、その業

るのも有効です。

３．お客様の観察
プレーに熱中するあまり、休憩、水分補給を忘れてい
ないか、過度に体力を消耗していないかなど、お客様
の顔色や動きを観察しましょう。

４．天候に注意
雷発生時、光化学スモッグ発生時には無理をせず、プ

務運営上、比較的多くの危険が付随するため、安全管理と

レーを控えるよう注意しましょう。雨天時や湿気によ

いう概念が浸透されてきました。テニス施設における安全

るコートの滑りにも配慮しましょう。

管理の概念は、企業内・施設内での事故を未然に防ぐとい
う考え方と全く同じものですが、余暇を楽しむ人々に対し
て安全に楽しんでいただく環境作りをすることがテニス事

ポイント！

業の大きな使命であり、健全に事業を発展・継続させるた

インドア、アウトドアを問わず、熱中症は発生します。

めの最も重要なファクターのひとつなのです。

お客様へのケアとスタッフへの啓蒙を忘れずに！

（テニスプロデューサー教本より抜粋）
昨今の訴訟社会、消費者保護の流れを受け、スポーツ施
設における事故や怪我についても、管理者責任・指導者責
任を問われる場面が増えてきました。当然のことながら、

INFORMATION

私たちテニス事業者の責任においては安全にテニスを楽し

安全管理委員会では、下記の活動を予定しております。

んでいただくことが第一義ではありますが、それでも思わ

・施設における安全管理体制構築のガイドとなるチェック

ぬ形での事故の可能性はゼロにはなりません。しかし、施
設全体での安全管理体制への取り組みによって、事故発生
率を引き下げ、また不幸にも発生してしまった事故につい
ての適切な対応が出来るようにしておくことが、非常に重
要になってきています。安全管理には完成形はありません。
常に体制を維持向上させるためには、全従業員への意識喚
起が必要です。

シートなどのサポートツールの配信。
・各事業所の安全管理への取り組み事例、ツールなどのご
紹介
・現状把握のため、各施設様の安全管理体制や事故事例に
ついてのアンケート実施。
※ JTIA 事務局までご意見、ご協力をお願いいたします！
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信用保証協会／緊急保証制度のご案内

信用保証協会／緊急保証制度のご案内

緊急保証の特定業種指定にテニス場とテニス教室が追加されました！
対象業種に属する中小・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際に一
般の保証とは別枠で、無担保保証で最大８，０００万円、普通保証で最大２億
円まで信用保証協会の１００％保証を受けることが出来ます。
期間は平成２２年３月３１日までです。

経営の安定に支障を生じている中小企業者の方に対し、一般の保証とは別枠での保証制度とし
てご利用いただけます。
詳しくは、お近くの信用保証協会の相談窓口までお問い合わせください。
１.保証限度額
普通保証 ：２億円
無担保保証 ：８，０００万円
２.対象となる方
○新規追加業種（７３業種）
：平成２１年２月２７日から指定
特定産業分類：８４４６ テニス場
○追加指定業種（２６業種）
：平成２１年６月２３日から指定
特定産業分類：７７４６ スポーツ・健康教授業
（テニス教室、武道教授業に限る。
）
※業種等につきましては、中小企業庁ホームページで公開されております。
３.信用保証料
０．
８％以下
４.保証期間
１０年以内
５.担保
必要に応じて徴求
６.保証人
法人代表者以外、原則として不要
７.取扱期間
平成２０年１０月３１日〜平成２２年３月３１日まで
注）利用実績が少ない業種におきましては、期間内に指定解除が行われる可能性がございます。
利用実績について中小企業庁へ報告をするため、ご利用されました方はJTIA事務局までご連絡いただけれ
幸いです。
（社）
全国信用保証協会連合ホームページより抜粋
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アメリカテニス事業協会（USTIA）情報

8年間で全米テニスユーザー43％増加
主要スポーツでトップの増加率
2009年のアメリカテニス市場は明るいニュースが飛び

アメリカテニス協会 コミュニティーテイス
ディレクター Mr. Kurt Kamperman

交い、「不況に強いテニス」を証明する以下のリサーチ
結果が出ています。

「幼少年には、”クイックスタートテニス”というプ
ログラムにより、テニスに慣れ親しんでもらい、高校

・2000年から2008年の全米テニスユーザーの増加率は40

生、大学生には、アメリカテニス協会（USTA）が開発

％を超え、野球、アイスホッケー、フットボール、体操

した”ノーカット”と “テニス・オン・キャンパス”

など主要スポーツの中でトップの増加率を示した。他

プログラムにより、継続してテニスに触れ合う機会を

の主要スポーツの参加人口はこの８年間に減少している

与え、テニスとエクササイズが同時に満たせる画期的な

が、テニスユーザーの数は不景気にも関わらず顕著な伸

フィットネスプログラム”カーディオテニス”により、

びを示しており、2007年から2008年の１年間では、9.6％

テニスの入口の幅を広げるなど、テニス界が活性化する

増加している。

よう様々なプログラムを開発している。草の根レベルで
テニスがもっとしやすい環境になるよう、これからも更

・2008年テニスユーザー数はこの15年間で過去最高の約

なる努力を続けていきたい。」

2,700万人に達した。テニスユーザー数の増加に加えテ
ニスラケットの売上数の増加も目覚ましく、2003年から

アメリカテニス事業協会は、テニスが景気低迷にも関

2008年のラケット出荷数は30％増加、特に若年層向けの

わらず好調な理由を、以下のように分析しています。

ラケットの売上は88％増加している。更にテニスボール
は、2003年から2008年に16％増加しており、一般市民に

・約１時間のテニスは他のどの主要スポーツより多くの

とってテニスは魅力的なスポーツである事が数字で立証

カロリーを消費することができ、定期的にテニスをす

された。

る事は健康増進に繋がる。
・ラ ケットとボールが最低限あればテニスは出来るの

アメリカテニス事業協会（TIA）
会長 Mr. John Muir

・より多くのテニス施設の提供、テニス関連プログラム

「テニス市場活性化のために一致団結して努力してき

とテニス・パートナー検索システム開発など、草の根

た結果が数字に表れてきている。これからも新しく革新

レベルでテニスがしやすい環境作りに努力してきた。

的なプログラムを開発し、もっと幅広い層の人たちがテ

グローイング・システムというテニスのオンライン・

ニスに触れ合う機会を多く提供できるよう努力していき

サポートシステムには、毎月200万の問い合わせがあ

たい。」

る。

で、他のスポーツに比べて比較的安価で楽しめる。

「アメリカテニス協会とアメリカテニス事業協会は、

・テ ニスウエルカムセンタ－のロゴは、２憶のテニス

全米2,600以上のテニスウエルカムセンターを設立してお

ボール缶、1,000万本の初心者向けラケットに入れら

り、そこではテニス施設やテニス・パートナー、種々の

れ、消費者への認知度が高まった。

プログラム等を検索できるテニスの総合的なオンライン
サービスシステム”グローイング・テニス・システム”

アメリカテニス市場は世界的な景気後退の中でも依然

を提供しており、一般市民にとってテニスがもっと気軽

として活気があり、様々なプログラム開発やユーザー向

にできるスポーツになるよう努力している。」

けシステム開発など、草の根レベルでのテニス活性化に
取り組み、不況をもろともしない自信とパワーが感じら
れます。
（総務委員長

飯田浩一）
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スジガネ君、テニスを語る

力が抜けすぎるより力みすぎのほうがいい
東戸塚松原テニススクール 代表

松原

雄二

ショットを打つのに、力みすぎはよくないというのが

ムのフェデラーでさえ、ナダルのハードヒットを打ち返

常識です。上級者は力を抜いていいショットを打ちます

す時には全身にしっかりと力を入れているように見えま

し、初心者は一所懸命に力を入れても思うように飛ん

す。しかも、相手の、その力みかえったようなナダルが

でいきません。「ボールをよく見ろ」と「力むな」はス

現在、世界ナンバー1なのです。彼のボールにスピード

クールのレッスンでも定番のアドバイスだと思います。

が足りないとはどう見ても言えないと思います。

理屈でいっても、最近流行のエコにもつながる効率のよ

我々コーチ自身、『インパクトのとき以外は力を抜い

さそうな話しだし、何せ、自分自身、初心者のころから

ている』ということを本当にしているでしょうか？初級

耳にたこができるほど聞かされてきた、一見文句のつけ

者や中級者のスクール生の人に対してはできると思いま

ようもないアドバイスです。

すが、コーチ同士や上級者に対してはどうでしょうか。

さて、ところが現実に多いトラブルは力むことによる
スピードの不足、効率の悪さでしょうか？むしろ、ラ

自分自身をよく観察してみるといいと思います。かなり
力を入れてグリップを握っていませんか。

ケット面が不安定になってのミスショットの方が問題で

こんなふうに考えてきますと、最低限の安定度を保つ

はないでしょうか。余計な力が入ったために効率が落

ためには、ある程度以上の力み具合が必要不可欠だと結

ち、入れた力のわりにはたいしたショットにならなかっ

論付けてもいいのではないでしょうか。

たというのは、仮にあったとしても、それがそのまま失

「力んじゃえ」というアドバイスは乱暴でしょうか。

点につながるというわけでもありません。逆に、不安定

私は最近レッスンで、「力を入れておいてください」と

なラケット面のためにエラーしてしまう。次のポイント

か、「力んじゃってもいいですよ」とかよく言います。

で、ミスが怖くて思い切ったショットが打てない。結果

そうすると結構安定して打つことができ、フォアハンド

的に試合の主導権を握れなくなって、・・・というケー

の安定度が増したり、ほかのショットでもミスが減って

スのほうが多いのではないでしょうか。

きたりしています。ほおって置くとそのうちに余計な力

それではトッププロはどうしているのでしょう。プロ

は抜けてくるようで、力の入りすぎで腕を痛めたなどの

のテニスを見てみると、それなりに力が入っているよう

弊害は聞こえてきません。コーチの皆さんも、ぜひ一

に見えます。実際にプロの真似をしてフルスウィングの

度、力みかえったまま、力を抜かないテニスを体験して

ストロークを打ってみると、上体の軸をぶれないように

みてください。スクールでも私の常識はずれのアドバイ

するため腹筋、背筋ともかなり力を入れて固めなければ

スに疑問を持って質問をしてくる方もいます。その方に

なりません。腕にしても遠心力に逆らってかなりグリッ

は、「それはこまりましたね、もしかしたらエネルギー

プを握り締めています。連続写真で見たアガシのサービ

を使いすぎてやせちゃうかもしれませんね」と答える

スリターンはインパクト後もかなりの間まで手首の角度

と、「あら、それでいいわ！」といってくださる女性の

を変えぬようにしています。これはかなり力を入れ続け

お客様もたくさんいらっしゃいますから。

なければできないことです。また、あの模範的なフォー
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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♯３

｢海外を目指す人へ」
この６月でアメリカでの生活が22年目を迎えます、そ

なません。しかしながら、何より私が嬉しかったのは、

こでこちらへ来たころを振り返ってみると今ではぞっと

二人の子供が日本人の心を持ったまま成長してくれて、

する事ばかりでした。日本では東京で生徒総数4000人の

日本で社会人としてそれぞれ活躍していてくれる事で

テニススクールのヘッドコーチの生活からこちらに来た

す。

ころ年収にして日本円で300万円以上の減収、少ない月

さて私は運よくここまでやって来られましたが

最も

収で家賃などを引くと手元には月200ドルしか残らずと

残念な事は、アメリカへせっかくやって来たにもかかわ

ても苦しい生活でしたが、少しも不幸とか悪い思いは起

らず夢破れ日本へ帰って行ったコーチたちを数多く見て

きませんでした。悪条件にもかかわらずどうしてもアメ

きた事です。

リカに行きたかった自分の思いがかなった事の方がとっ

テニスコーチにかかわらず、特に最近は野茂英雄以後

ても嬉しかったからです。しかし生活といえばテニスク

いろんな分野の人が海を渡って来ていますが、あえなく

ラブの無料コーヒーで空腹を満たしたり、とにかく極貧

この土地を去っていく若者達にはやるせなさを憶えま

生活でしたが今では懐かしい思い出となりました。

す。その人たちに共通な事柄には、何の明確な目標も目

そこでまずアメリカらしい出来事を紹介します

的も夢も無くただアメリカに来ているという事がまず第

私が渡米以来ずっと住んでいるのはニューヨークマン

一に挙げられるでしょう。

ハッタンのベッドタウンでニュージャージー州のフォー
トリーというところです。この町へ始めてきた時ふと尋

そこでテニス界において自分も海外で修行し、将来日

ねた市営のテニスコートで暇つぶしに地元の人たちと気

本のテニス界の発展の力になりたいと言う人への私なり

軽にダブルスなどして過ごしていると、なんとそこの管

の経験上の助言をいくつか述べていく事にします。

理人のジョンさんから、ある人を介して突然果たし状を

なぜ、私がここまで生き残ってきたかというと

たたきつけられました。最近日本から来たテニスコーチ

１．大いなる夢と明確な目標があった事

が俺のところで良い顔しているから一つ懲らしめてやろ

２．何かを得るまで日本には帰れないという決意

うといった具合ですか。これには日本男児として絶対引

３．海外生活をささえてくれる環境

き下がる事もできません。当然受けてたち相手が指定し

４．家族に対する責任

た決戦の日に初めてジョンさんに会ったのです。なん

５．運

と！アメリカンフットボール選手並みの体格。その風貌
に圧倒されそうになりましたが

結局私の勝ち。しか

１．大いなる夢と明確な目標があったこと

し、試合のあと、私のその当時のアメリカ生活の現状を

アメリカに渡る一番のきっかけは小学生の時に読んだ

ジョンさんに話す事となり、なんか同情してくれたジョ

“ジョン万次郎”とベーブルースの本です。自分も万次

ンさんは、その後彼が管理人を退職するまでわたしにそ

郎のようにが外国と日本の架け橋になるような仕事に就

の市営コートを自由に使わせてくれたのです。

きたいとずっと思い続けて、いつかアメリカに渡ってや

そしてジョンさんとも、大の仲良しとなりました。ま

ろうという気持ちで一杯でした。

たそこの事務のおばさんもとても親切にしてくれまし

万次郎の人生は決して良いものではなかったのです

た。この事が私のアメリカ生活のとても良いスタートと

が、幕末での日本外交の重要な役割を果たしています。

なりました。そのきっかけをつくってくれたジョンさん

また当時は何の情報もないメージャーリーグにとても憧

に今でもとても感謝しています。

れていました。

それから22年の波乱万丈の生活は簡単には言い尽くせ

明確な目標のひとつにスポーツ関係の通訳ができるよ
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う英語力をつける事。

られたと、とても感謝しています

現地のテニス関係者と数多く知り合う事。

また、既にその当時現地で活躍している日本人スタッ

現地のスポーツ関係のいろいろな行事に参加し視野を広

フのみなさん、生活面やいろいろ助けていただいた現地

める事。

の日本人の家族のみなさんにはほんとうにお世話になり

が重要でした。

ました。

２．何かを得るまで帰れない

４．家族に対する責任

石の上にも３年ですが日本を去る時、それまで勤めて

一人で渡米して10ヵ月後に家族を呼び寄せたのです

いたテニススクールの上司の暖かい心遣い。それまで結

が、やはり家族があるからがんばれた。一人だったら果

構自由奔放に私のレッスン方法をさせていただいたり、

たしてここまでやって来られただろうか？

わたしのわがままをすんなり受け止めていただきまし

男としての人生の役割は家族を作り、家族を守り抜く

た。改めて感謝しています。

ことではないですか。

また多くの生徒さん達が開催してくれた送別会。その

５．運

時いただいた暖かい声援の御言葉など今でも忘れず憶え
ています。

最後に、これは運も実力の内と言って良いか分かりま

今まで自分を育ててくれたすべての人たちに対してそ

せんが、幸いにもわたしは良い運に恵まれていました。

の思いに報いるためにもそう簡単に帰国できるはずはな

以

上

いのです。
これから、「よおーし俺も役立てば世界を股にかけて

３．海外生活を支えてくれる環境

がんばるぞ」という人を私はこれから応援していく所存

アメリカ行きが決まった時、私には妻と子供が二人い

です。私の経験が少しでも役立つなら、これから海外を

ました。家族の特に妻の理解と、私が単身でアメリカに

目指す人はいつでも連絡してください。

居た時に妻と子供の面倒をみてもらった妻の両親の理解

皆さんの夢に参加できれば、私としてもとても幸せで

があってこそ、このとても突拍子もない渡米は成し遂げ

田川

す。

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
1987年渡米

アメリカ

ヘッドコーチ

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
現在

古武術家の甲野善紀氏に入門

古武術を生かしたテニスの指導法を開拓中

27

JTIA News45.indd

27

2009/07/07

10:45:40

庭 球 人 語

其の十

遊び心
「ショッカー幹部パーティワインセット」って
知ってる？
赤ワイン２本とワイングラスが２個梱包された
セットで、売っているのは創業１２０年、数々の国
際ワインコンクールで金賞を受賞している日本のワ
イナリーなんだって。
このワインセットは、ショッカーの幹部がパー
ティを開く時のものという設定らしい。（「ショッ
カー」は、「仮面ライダー」に出てきた悪の軍団で
す。念のため。）
１本はショッカー日本支部のご用達であり、欧州
と日本の品種を原料に熟成させた逸品で、ショッ
カーの大幹部ゾル大佐が狼作戦の開始を祝い、幹部
パーティを行なうイメージで作られたもの。
もう１本はショッカースイス支部のご用達であ
り、バラの花のような華やかな香りの一級品で、死
神博士が日本征服を決意して乾杯した場面を想定し
たもの。
ボトルのラベルはもちろんショッカーのマーク、
ワイングラスにもショッカーの刻印が入っているん
だって。
さらに、実際にゾル大佐のパーティの時に使われ
た招待状が同封されていて、そこには怪しげな狼
マークに手書
き文字でこう
書いてあると
いう。
「狼作戦を
祝い、パー
ティを開催す
る。仮装に
て参加された
し」
これを即買いした小阪裕司氏は、なぜ購入という
行動に結びついたのかについて自己分析している
が、単にワインに「付加価値」がついていたからと
いうことではなく、ワインにまつわる「情報」が自
分の「感性」に合ったことが要因であると言ってい
る。
クールミントガムのパッケージには、ペンギンが
並んで描かれてるんだけど、あのペンギンの中で右
から２匹目のペンギンだけ手を挙げているって知っ
てる？
実は昔のクールミントガムのパッケージには、南
極の風景の中に１匹のペンギンと鯨が描かれてたん
だけど、今の右から２匹目のペンギンは、描かれな
くなったこの鯨に敬意を表して手を挙げているん
だって・・・。
その他にも、「エビスビールのラベル」では恵比
寿様のカゴの中に通常１匹である鯛が２匹入ってい
るものが存在してたり、「コアラのマーチ」のコア
ラに眉毛のあるものが混ざってたり、「カール」の
中にカールおじさんやカエルの形のカールが入って
たり、「おっとっと」の中に潜水艦や碇の形が混

ざってたり・・・。
それらは、売上を上げるために製品につけた「付
加価値」と捉えるより、通常と違う製品を混ぜ、同
時にそれにまつわる「情報」を流し、「これ、おも
しろいやん！」っていう消費者の「感性」に訴えて
買わせる仕組みだって捉えた方が真実に近いらし
い。
堺屋太一氏が前にラジオでこんなことを言って
た。
「現在、日本が世界に誇れる産業となった漫画、
音楽、ゲームソフトなどはすべて、いわゆる学校教
育からの『落ちこぼれ』の人間が作った。」
教育基本法は、戦後の規格大量生産に向いた人間
を作る目的で定められたので、毎日同じ仕事を、仲
間と協力し、決められたことだけやるのに最適な人
間を作った。
第一に「辛抱強い人」、第二に「協調性のある
人」、第三に「共通の知識を持った人」、第四に
「個性も独創性も認めない」ことだという。
そして、漫画や音楽やゲームが好きでここから
「落ちこぼれた」人間達が、「個性」や「独創性」
を十分発揮して、世界で愛される製品を作り上げた
というのである。
先程のワインにしろ、ガムにしろ、ビールにし
ろ、スナック菓子にしろ、その製品の品質は確かだ
し、美味しい。
でもそれだけでなく、その上で人の「感性」に訴
える「情報」、言ってみれば「遊び心」を持ってい
れば、それがより人を惹きつけるのである。
また、それは従来の学校教育の枠では納まらな
かったような人が、従来の教育に染まらなかったゆ
えに、「感性」に訴える「情報」、つまり「遊び
心」を十分に発揮させて作ったものに違いない。
そこでテニススクールである。
コーチがレッスンを一所懸命やることや、生徒さ
んを上達させることは当然のこと。そしてその上
で、「感性」に訴える「情報」を発信、つまり「遊
び心」を持ってレッスンに臨むことが必要なのでは
ないでしょうか。
「サーブの素振りはラケットがなくても出来ま
す。手のひらを面に見立てれば、いつでもどこでも
出来ますから、１日30回は素振りして下さいね。」
と言いながら手のひらで素振りをして見せ、手を上
に挙げた状態（打点）で止めて、こう言う。
「あ、でも街の中では気をつけて下さいね。タク
シー止まりますから。」
みんな笑ってくれるんだ、このジョーク！俺、
「落ちこぼれ」だったから・・・。（泣）
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通信
『異業種に学ぶ
テニスクラブ運営もテニススクール事業もサービ
ス業といえます。
流行っているテニスクラブ、テニススクールには
それなりの工夫があるのだと思います。
果たして、どの様なサービス、どの様な工夫をす
れば良いのでしょうか？
そのヒントになればと思いご紹介いたします。

ＰａｒｔⅧ』
『常識人になろう！』
常識のある人とはどんな人でしょう？
日本の資本主義の父と呼ばれている、渋沢栄一は
次のように言っています。
「智（知恵や知識）」「情（思いやり、心、情熱
など）」「意（意志の強さ）」の３つのバランスが
取れている人が「常識的な人」だという事です。
この三つの均衡が崩れ、一つだけが強くなると次

『好きは損を越える。嫌いは得を越えられない』
今までは損得を考えて行動する「頭で買う時代」

のような欠点が現れてくるようです。
『智』だけが発達すれば、相手の迷惑など眼中に

だと言われていました。しかし、これからは好き嫌

ない恐れがあり、極端から極端に走る傾向になる。

いが価値を大きく左右する「心で買う時代」になっ

『情』は流される可能性があり、それは抑制しなけ

ていくと言われています。

ればいけない。

実際に今、こうした理性的損得勘定ではない判断
基準で物が売れ始めているようです。

『意』は情を抑制する事ができるが、強くなりす
ぎると頑固者になってしまう。

皆さんにも経験があると思いますが、まったく同

「智」に偏ると、自分だけ儲かれば、人に迷惑

じ商品で、しかも値段が少し高いのに、是非この店

をかけても構わないような人間になってしまい、

で買いたいと感じて、買ってしまう事が・・。

「情」に偏ると流されやすくなり、「意」に偏れば

同様に、どんなに安くてもあの店では絶対に買い
たくない！という事もあることでしょう。

頑固者になってしまうので柔軟性を持たなければい
けないと諭します。全てのバランスが大切という事
です。

つまり、『好きは損を越えることができるが、得
が嫌いを越える事はできない』という事になるので
す。

「常識」は単一的なものではなく一人ひとりが違
うものだと思います。
しかしながら、それぞれの人が『智・情・意』の

テニス事業に置き換えてみますと、会費が高くて

バランスを保ちながら成長できれば一人ひとりに常

も是非あのクラブに入りたい！と思われるか、あの

識が備わり、一人ひとりが常識的であれば、その集

クラブは会費は安いけど入りたくないね！と言われ

団（会社）は常識的な存在になると思います。

るのでは大きな違いです。
スクールにおいても、レッスンドリルは同じなの

テニス事業に関わる人たちも、技術面には妥協し

に、人気のあるコーチと人気の無いコーチ、継続率

ないという気持ちを持ちながら、テニスを愛する気

の良いコーチと悪いコーチがいるのが現状です。

持ち、会員やスクール生を愛する気持ちを持って、

この違いは、実はこの辺にヒントがあるのではな
いでしょうか？
会員やスクール生に好かれる工夫をしています

お客様に喜んで頂く事が嬉しいという『情』の部分
を育てていく事で、良いテニスクラブやテニスス
クールができるのではないでしょうか？

か？
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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・ビジネス・サプライ株式会社
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
株式会社スポーツサンライズドットコム
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
株式会社テニスナビ
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
株式会社フュービック
ブリヂストンスポーツ株式会社
株式会社ブレインワークス
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
ＯＡ機器卸販売
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
スポーツイベント企画・運営、
選手データベース管理
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
WEBサイト作成、
映像製作、
印刷物製作、
テニスポータルサイト運営
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
テニスポータルサイト
「tennis365．
net」
の運営
ゴルフ・テニス用品製造・販売
施設の照明、
空調機器等の省エネ・省経費計画立案、
及び実施、
コンサルティング等
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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第九回テニス川柳 優秀作品

テニス親父
遠藤良子
危機管理委員会
ココ一番
高木太一
土田輝樹
隣の芝生
全国レディース

広報委員会テニス川柳担当委員会選

「頑張って
錦織目指せ
子供達」
「パートナー 気づいてみれば 腐れ縁」
「タイブレは 忘れた頃に やって来る」
「判定を 不服としたが ここ我慢」
「この１球 ついつい力む ハイボレー」
「赤土の 光り輝く 名勝負」
「天然の 芝でプレーは 僕の夢」
「悩むのは チャンスボールと 晩御飯」

編集後記
鬱陶しい梅雨の季節が始まりました。テレビでは
水虫薬のコマーシャルをよく見るようになります。

発

敵はジメジメした場所を好むのでしょうね。水虫は

発 行 日：平成21年7月15日

英語では Athlet’
s foot 文字通り、なんと運動選手
の足なんですね！ご存知でしたでしょうか？テニス
プレーヤーにも多くお悩みの方がいらっしゃるので
しょう。小生、昨年はこの白癬菌とやらに侵されと
ある蒲田の皮膚科の病院に行きました。塗り薬を頂
き、できるだけ乾いた状態をと指導されました。敵
は治った用でもなかなかしつこく、しばらくは塗り
続けてくださいとのことでした。「銭湯やテニスク
ラブでシャワーを浴びたら家に帰って足を洗いなお
してください。」と先生のアドヴァイス。これをお
読みのそこの貴兄！ゴルフ場のお風呂場の脱衣所な
どは、もっと要注意だそうですよ。ご用心。
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