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　10月22日（土）に有明テニスの森公園にて恒例の『キッ
ズ＆ジュニア・テニスカーニバル』が開催されました。
予約段階では、274 人の申し込みを頂戴したのですが、
残念ながら今回は天候に恵まれず、アウトコートはすべ
て中止となりました。しかし、コロシアムは 62 名のキッ
ズ達の元気な声、笑顔で一杯になりました。
　
　このイベントは、事業協会加盟の各社からスタッフを
出して頂いて開催しています。毎年、回を重ねるたびに
参加スタッフのレベルがアップしていると感じていま
す。この 3年間で毎回言い続けてきたことは、昨年のこ
の原稿でも書いた以下の内容です。

①指導員は常に子供達のお手本であるべし！
②事前のレッスン実施方法の概要をより明確にする！
③指導員を派遣してもらう各社の人数を平均化する。

　昨年から色々と協力してくれる、臼倉氏（善福寺公園
TC）と事前打ち合わせを含め当日も中々の迷コンビ？
で一気にイベントが終了したという感じです。そして、

昨年の課題だった、参加スタッフに事前に説明する機会
も持てました。更に修了後もスタッフでの反省会を開催
し、次回へのステップアップを確信しました。

　参加各社のスタッフさんも、以前は各社のカラーが出
ていたようですが、今回はこのイベントならではのレッ
スンということを全面に押し出して取り組んでくれたと
感じています。
　何よりも、このイベントは同業他社さんのスタッフと
組んでレッスンをすること、そして怖い？雑賀会長の視
線を浴びながらレッスンをすること。この２点は素晴ら
しい研修になると思います。

　最後に、毎年同じ言葉を書かせて頂きます。
　【我々の本業に必ず還ってくると信じて、事業者全員
でこのイベントを盛り上げていきたい】

ご協力いただいた総ての皆様に感謝し、私の報告とさせ
ていただきます。

キッズ&ジュニアテニスカーニバル　報告

2011キッズ＆ジュニア・テニスカーニバル開催！
普及委員長　新堀　丘 
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　「2011 東京都知事杯有明チームテニスコンペティション」がダイドードリンコ（株）他各社のご協賛をいただき、平
成 23 年 12 月４日（日）・10 日（土）に 144 チーム「約 1080 名」のご参加にて開催されました。
　本大会は日本テニスのメッカ「有明テニスの森公園」全コート 48 面を使用し、参加資格をオープンとして、老若男
女及びビギナーからベテランまでの幅広い年齢層を対象とした、ミックスダブルス 3組の団体戦です。
　１日目はリーグ戦、２日目は順位別トーナメントと各種アトラクション等が多数用意され、勝つことだけが目的でな
く、気の合う仲間と楽しい時を過ごす２日間です。

〈試合結果〉
●ハードコートの部
　１位トーナメント 優勝：チームM 準優勝：バナリンパワーズ
　２位トーナメント 優勝：yearnote ATLAS 準優勝：２位じゃダメなんですか？
　３位トーナメント 優勝：YOU子 準優勝：Umag ☆零号機
　４位トーナメント 優勝：チーム素浪人α 準優勝：かもねぎ専用機

●砂入り人工芝の部
　１位トーナメント 優勝：銀座テニスクラブ 準優勝：チームTYD
　２位トーナメント 優勝：チェルシー 準優勝：APRICOT
　３位トーナメント 優勝：セレソン 準優勝：アーリーバード
　４位トーナメント 優勝：ローランギャオス 準優勝：芝テニ（team☆としみつ☆）

東京都知事杯有明チームテニスコンペティション  報告

 2011東京都知事杯 
有明チームテニスコンペティション
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日本テニスチーム大会　報告

　日本テニスチーム大会・東日本大会は、去る２月４日
（土）に有明テニスの森公園において、北海道、岩手県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都から予選を勝ち抜い
た代表８チームのクラブ、スクールが出場しました。
　この大会は、各クラブ、スクールから男子ダブルス、
女子ダブルス、ミックスダブルスの３組の団体戦による
トーナメント方式です。
　２月の寒い時期ではありますが、各対戦で熱戦が繰り
広げられました。優勝は、埼玉県代表のブレントウッド
ラケットクラブ、準優勝は千葉県代表のオールサムズテ
ニスクラブでした。
　ブレントウッドラケットクラブは、東日本大会となっ

てから一昨年に続いて２度目の優勝です。オーナーの大
野康夫さんも応援にかけつけて、チームメンバーの方々
と共に優勝の喜びを分かち合いました。
　また、試合が終了した後、会場のクラブハウスのレス
トランで懇親会が開かれました。各チーム選手の皆さん
からユニークなスピーチを頂き、一同楽しい時を過ごす
ことができました。皆様本当にお疲れ様でした。
　最後に、ご協賛を頂きました株式会社ダンロップス
ポーツ様、並びにサントリーフーズ株式会社様に深く感
謝する次第です。
　また、準備運営をして頂いた事務局の皆様、本当にあ
りがとうございました。

第22回日本テニスチーム大会・東日本大会
事業委員長　栗山　雅則 
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日本テニスチーム大会　報告

１ ２ ３ ４ ５ 順位

１ 江坂TC
６－２ 
７－５ 
６－３

４－６ 
６－２ 
６－１

６－１ 
６－２ 
６－４

７－６ 
６－３ 
２－６

１

２ ダイヤモンドA
２－６ 
５－７ 
３－６

３－６ 
６－３ 
１－６

３－６ 
６－４ 
６－７

７－６ 
６－４ 
１－６

４

３ 香里グリーン
６－４ 
２－６ 
１－６

６－３ 
３－６ 
６－１

６－３ 
６－１ 
４－６

６－４ 
６－４ 
７－５

２

４ ダイヤモンドB
１－６ 
２－６ 
４－６

６－３ 
４－６ 
７－６

３－６ 
１－６ 
６－４

６－３ 
４－６ 
７－６

３

５ スターサップ
６－７ 
３－６ 
６－２

６－７ 
４－６ 
６－１

４－６ 
４－６ 
５－７

３－６ 
６－４ 
６－７

５

優勝：江坂テニスセンター 準優勝：香里グリーンテニスクラブ

3位：ダイヤモンドテニスクラブBチーム 全体写真

日本テニスチーム大会・西日本大会
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第23回日本テニス産業セミナー　報告

満足の部分
・講師の方がとてもよかった。…30 名
・有意義な講演で参考、勉強になった。…16 名
・全く異なるテーマ・講師のバックグラウンドでいろいろなこと
を学べた。…11名
・松浦氏のお話は笑いもあり楽しかった。…４名
・普段では聞けない経営者観点の話、マーケティングなどの大
変興味深い話が聞けたので満足だ。…４名
・明日からすぐにでも活かせそうな話がたくさん聞けてよかっ
た。…３名
・いろいろな方の経験を聞くことができたので視野や考え方が
広がり良かった。…３名
・経営者として勉強になった。…３名
・テニス以外の話も聞けたのがよかった。…３名
・講演を聞いて刺激を受けた。…２名
・とてもモチベーションのあがる研修内容だった。…２名

・テニス業界に通じるような内容になっていた。…２名
・気づきを得られた。…２名
・松浦氏の講演はテンポが良く食事後でも眠くならず引き込ま
れた。話術と実体験による内容がよかった。…２名

・地元開催だったのがよかった。…２名
・一日に三講演も聞けてよかった。
・テニス業界ではない方から話しを聞き、根はどの会社も同じ
なのだと感じた。

・普段なかなかお会いできない他企業の方とお話しすることが
できた。

・馬場氏と潮先氏のセミナーはとてもわかりやすく実践してみた
いものがたくさんあった。

・潮先氏の講演は実践で周りの方とお話しすることができてよ
かった。

・気持ちが引き締まった。
・考える材料をたくさんいただいた。

～

第23回日本テニス産業セミナー
　　　　　　日　　　時：平成24年２月７日（火）

　　　　　　会　　　場：生田神社会館（兵庫県神戸市）

　　　　　　申　込　者：158名　　 当日参加者数：152名　　 アンケート回収数：87

２月７日（火）アンケート結果
◆性別と年代をお答えください。

20 代 30 代 40代 50代 60代以上 不明 合計
男　性 8 21 17 22 4 0 72
女　性 9 2 3 1 0 0 15
不　明 0 0 0 0 0 0 0
合　計 17 23 20 23 4 0 87

◆事業所における中心的な営業形態は何ですか。 ◆あなたの役職・業務は何ですか。 
クラブ 11 経営者・代表者 23
スクール 72 支配人・マネージャー 29
レンタル 0 コーチ 18
その他 7 フロント 13

その他 5

◆この研修会を何で知りましたか。 ◆この研修会に参加しようと思った理由は何ですか。
郵送による案内 38 内容が気に入った 38
FAX による案内 1 講師が気に入った 9
ホームページ 1 研修ポイントの対象だから 10
会社からの案内 42 会社の指示 28
その他 5 その他 15

◆過去に本セミナーに何回ご参加されましたか。
５回以上 23
１～４回 30
今回が初めて 33

◆このセミナー全体の評価は何点ですか。
５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 －１点 －２点 －３点
27 27 21 ２ １ ０ ０ ０ ０
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・苦しい事を知っているからこそ、それを力にしてアイデアを考
え成長し続ける姿を見せていただき力を与えてもらった。
・自分の中で気持ちを正すことが出来、向上心を持つことがで
きた。
・自分のスキルUPができた。
・会社組織の目指すものが見えた。
・スクールを良くしていく上でコーチ・フロントの各部分での必
要なことを再確認できた。
・ホスピタリティ。
・飲み物がよかった。

不満の部分
・時間が足りなかった。…５名
・松浦氏の時間をもう少し長くしてもらいたかった。…２名
・会場までが遠かった。…２名
・一講演の時間が長く、間延びした感じがした。…２名
・食事をもう少し多くしていただけるとありがたい。…２名
・モニターの下が見えにくかった。…２名
・会場が狭い。
・照明の点灯のタイミングが悪かった。（潮先氏のとき）
・二時間の講演なら休憩が欲しかった。
・二時間の講演は集中するのが大変だった。
・時間配分。接遇の話よりも経営の話をたくさん聞きたかった。
・もっと詳しくゆっくり内容を進めて欲しかった。
・誰を対象にされた内容なのかよくわからない点。
・テニス業界の状況に対する具体例はデータ情報などが知りた
かった。
・せっかくのテニス事業者の集まりなので現状のテニス界の話
が聞きたかった。
・昼食。
・昼食のお米が冷たくて堅い。
・宿泊が少し高いし、駐車料金も高いのでもう少しリーズナブ
ルな場所で考えて欲しい。

◆このセミナーで得たものは何ですか。
・接客やマナーを再確認できた。…８名
・お客様満足や従業員満足になる仕組み作り。…６名
・明るく、元気に！…６名
・サービス業とは何かの再確認。…５名
・マーケティングのあり方。…５名
・本気の接客。…３名
・お客様の気持ち。…３名
・経営者としての心構えや考え方。…３名
・発想の転換。…３名
・仕事に対する考え方。…３名
・新たな知識や情報収集ができた。…３名
・やる気。元気。…２名
・本気さ、必死さの大切さ。…２名
・コミュニケーションの大切さ。…２名
・経営や教育していく上で必要な考え方。…２名
・リーダーの行動と情熱が大切だと感じた。…２名
・真の顧客第一の考え方。
・マネジメント。
・経営品質の評価。
・挨拶の重要性。
・プラスのエネルギー。
・生きることの素晴らしさ。
・自分らしく生きること。
・楽しく仕事し、日々を楽しむ。
・自分が仕事を楽しみ、周りも楽しくさせる。
・自社をもっと好きになること。そうすればお客様への接し方も
もっと変われると思った。
・お客様とのつながり。
・苦しいときこそ止まらないでイノベーションし続けること。
・単に何かをするのではなくしっかり選択してやっていくことが
重要だと知った。
・行動の仕方の大事さ。
・何もしないことが何よりも不幸であることを教えてもらった。

・失敗を気にせず新しい事に取り組む。
・リーダー及びスタッフみんなが同じ気持ちで目標に向かう大切
さ。

・経営者自身（自分自身）がいつも見られている、鏡にならなけ
ればと思った。

・組織と個人の両方を楽しく強いものにするのがトップの仕事！
・部下やチームとの関わり。
・会社とスタッフのバランス関係。
・信頼感をどう伝えられるか？がわかった。
・改めてモチベーションを高めて頑張ろうと思った。
・変化を積極的に受け入れる気持ち。
・自己向上への意識・改革。
・社員一人一人が会社の代表として、自立し、向上するという心。
・会社、社長、社員のすべきことが明確になった。
・コーチ以外での社会、会社での考え方。
・スタッフとしてどうあるべきかの意識。
・テニス以外のものも通じるものが多く全てが活かせると思っ
た。

・全てにおいて自分自身の問題だと思った。やる気も行動も何
でも自分で決めている事なのでそこを何とかしたいと思った。

・講師の方々の生き様の部分も勉強になった。
・テニス業界の方は元気であることを知った。
・危機感の中での心技体の大切さ。
・松浦氏に聞いたいくつかのこと。
・JPTAとJTIAの共同開催は業界として一歩何か進んだよう
な気がする。絆。

・今まで感じていた部分に確証が出来た気がする。
・ゴルフ市場活性化委員会での事例。

◆このセミナーに参加して自クラブ・スクールですぐに実施しよ
うと思うことは何ですか。

・お客様に満足していただけるよう接客を徹底して行うようにす
る（サービスの向上）…21名

・挨拶の徹底。…16 名
・お客様とのコミュニケーションを今まで以上に積極的に取り組
もうと思う。…９名

・アイコンタクト。…９名
・挨拶、身だしなみ、言葉遣い、下の人への気配りをスタッフ
に伝えたい。…５名

・スタッフ間の情報共有。…３名
・元気に明るく会員・社員に接する。…３名
・まずは自分からやる。…２名
・組織作り。…２名
・行動のスピード！…２名
・今回の内容をスタッフ全員に言葉・態度・表情で示し一人一人
と本気で関わりたい。…２名

・どんな事でも一生懸命取り組み、すぐに実行する。…２名
・目標に対する行動（3C・4P）を再実施。…２名
・スタッフ教育。…２名
・スクールの名札・カードを手渡しする。…２名
・マーケティング。…２名
・人組織に合った計画作り。
・身丈にあった体制づくりの実行。
・学んだことをたくさん伝えていき心を育てる。
・部下の成長のサポートを本気でしていきたい。
・新人が入って成長できる体制を作っていきたい。
・コーチングの仕方。
・自分の態度改良。
・自分が楽しい人間になること。
・組織→会社→社会　少しでも良くなる努力を続けること。
・「対策別取り組み」をテニスに当て、活性化を図りたい。
・スクールをSTP分析しブランドの確立。
・SWOT分析。
・自分教育。
・フロントへの接客ミーティング。
・スタッフ・お客様の名前を呼んでの声がけをする。
・若手社員、アルバイトとの会話を自分の方から先に実施して
いく。
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・信頼感を伝える基本動作。
・チラシ・広告・自社の強みの見直し。
・友人・知人との接し方。
・お客様やスタッフのいいところを見出し、受け入れようと思う。
・松浦氏に聞いたいくつかのことを実践したい。
・社員が明るくハッピーな事業所をもっとやっていきたい。
・新たな人に来ていただく為の工夫。
・経営品質を再確認。
・全員野球！

◆その他本協会に対するご意見等ございましたらお書きくださ
い。
・ありがとうございました。…11名
・とても有意義で為になった。…４名
・開催にいたるまでの準備、当日の進行等お疲れまでした。…
２名
・非常に興味深いお話を聞くことができた。
・次回もぜひ参加したい。
・今後とも続けていただきたい。
・様 な々方々を講師に呼んで欲しい。
・若手にも参加してもらいたいと思う。
・賛助会員ももっと参加すべきである。懇親会に顔だけ出せれ
ばと言うのは意味がないと思う。こういう会は営業の場では
なく会社、自分自身を見直す絶好の場だと思う。
・内容がどんな感じか事前にもっとわかるようになれば参加者
も増えていくと思った。
・また大阪、神戸など近畿で行ってほしい。
・一度東北で開催してほしい。
・仕方ないかもしれないが、表立っての「インドアスクール」重
視の発言にはがっかりする。
・講演内容、対象者ができればスタッフ（コーチ・フロント）向
けの勉強に利用させて頂けるものを多くしていって頂きたい。
・他業種の方の講演の他に、ひとつはテニス事業関係の方の講
演を短くてもいいので大手普及型、個人クラブ等の現場での
実務の話が聞けたらうれしい。
・これだけの事業者が集まった席で何か業界を挙げてのテニス
活性の為のプロジェクトを発表したり、それについて話し合っ
たりできればいいと思う。
・本協会の会員による発表会があっても良いのでは。
・関西のテニス状況が聞きたかった。
・いろいろなセミナーの曜日が火・水が多いように思うので曜日
をまんべんなくして欲しい。

意　見：
・マーケティングの話が参考になった、勉強になった。…29 名
・テニスにも応用できるヒントがたくさんあった。…12 名
・スポーツは違えど「お客様に楽しんでいただきたい」「ゴルフ
を知っていただきたい」という思いは一緒なのでその為に取り
組まれているイベント等参考になった。…10 名
・逆境から成長していくことについて大変興味深く聞けた。…
９名
・企業の戦略としてSTP分析と4P分析はすごく参考になった。
…８名
・心技体（人物金）の話はまさにその通りだと思った。…７名
・ゴルフ市場の活性化についてわかった。…６名
・「危機を迎えると人は真剣になる」という言葉が大変心に残っ
た。…６名
・きっかけは何であれみんなが同じ方向を向いて一丸となり努
力することが大事だとわかった。…６名
・自社の強みを知り、他社との差別化をレッスンやイベント等で

図ってスクール運営できるようにしていきたい。…５名
・企業も心技体が大切だということがわかった。…４名
・ゴルフもテニスと同じような取組みをしているのには感動し
た、驚いた。…４名

・危機感を持つことの大切さを学んだ。…４名
・「身の丈にあった体制作り」を聞いて自社が抱えている問題は
これだと思った。…４名

・復活への原動力はやはりその心（人）の部分が最も重要だった
のだろうと思った。…３名

・心技体の順番もバランスも大事であることを教わった。…３
名

・テニス人口を増やすために何か積極的に新しい企画をしよう
と思う。…３名

・同じスポーツ業界で学べるところがたくさんあった。…２名
・商品への強いこだわりを持つことも必要だと思った。…２名
・3Cから 4P への筋道をしっかり作り、自社の市場での位置、
目標市場の決定をしっかり行い業績UPを行いたい。…２名

・市場開拓するためにいろいろ仕掛けているのにびっくりした。
・本当に今のサービスでいいのかをしっかり考えお客様に最高
のサービスを提供していきたい。

・講師の方がテニスからゴルフにいかれた方なので興味がもて
た。もしその反対のゴルフからテニスへ転身された方がいらっ
しゃればその講演も聞いてみたい。

・戦略・戦術はスクールビジネスと共通点がありとてもよかった。
・戦略と戦術をしっかり使いこなせるようになりたい。
・すべてにおいてバランス感覚が大事なことに気づいた。
・常に情報、状況の把握をすることの大切さがわかった。
・組織運用にも通じるなと感じた。
・自社で半月毎に実行計画を作成するがその際に先のことばか
り考えていたかもしれないと思った。実行する人組織をしっ
かり考えなければと思ったので次に作成する際はその面も考
えて進めていきたい。

・自分だけでなくスタッフみんなで目標達成に向けて活動して
いこうと思った。

・テニススクールに置き換えての例題を教えてもらったのでより
わかりやすかった。

・ターゲットを決めてサンプルデータをとる。売り出してからも
在庫管理やアフターフォローを行う。講義のなかでもあった
がここまでやっていると失敗の確率を減らせると思う。

・達成できるかどうかの見極めをしていきたいと思う。
・何事も基本が大事。
・「達成する」「やり抜く」事により一層力を入れて日々活動して
いきたい。

・うまくいっていたことが一度落ちて初めて気づき学ぶ事ができ
ることを教わった。

・単にやるのではなく需要がある部分をねらって計画してやるこ
とが今以上に伸びていける方法だと学んだ。

・スクランブルゴルフはプレーしてみたくなった。
・「会社の在り方」について目標・情報を共有することがいかに
重要かを認識できた。

・テニスも「職場」や「友人」の誘いで始められる方も多く、はま
る節目というのがいかに重要かを再認識した。

１．基調講演
「“ゼクシオ”逆境から奇跡の大逆転、人と企業の成長

～ゴルフ市場活性化とテニス界への期待」

　馬場　宏之　氏
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・ブランド力の大切さを教えていただいた。
・会社全体が本気になって行った結果がすごいものになるとい
うこと。
・控え目な話し方、人柄から見える本当に素晴らしい成功とは
何か。
・目標を決めても計画や組織力がゼロだと無意味なのでもう一
度一人一人のモチベーションも含めて議論が必要だと感じた。
・新しい価値を作るチャレンジのアイデアをいただいた。
・減収を他人のせいにしてはいけないと再認識した。
・外から見ても必死さが伝わる必死さをかっこつけずにがむ
しゃらに行っていきたい。
・話し方、声の大きさ等とても聞きやすかった。
・より具体例・苦労話を教えていただければ、なおうれしい。
・現在のマーケットにおいてネットマーケットと店舗の諸問題に
ついて話が聞きたかった。

意　見：
・楽しく聞けた。…27名
・経営・リーダーとしての在り方について勉強になった。…10
名
・もっと時間が欲しかった！…９名
・「何もやらないで起こる不幸ほど不幸はない」に深く共感した。
…８名
・１時間半があっという間だった。…７名
・内容・トーク・テンポ、どれをとっても素晴らしかった。…６
名
・震災を経験されたり辛い経験もすべて今後に活かしている姿
が素晴らしいと感じた。…５名
・大変興味深い講演だった。…４名
・やらずに後悔しないように物事に取り組みたい。…４名
・困難の中、それを明るく前向きに乗り越え現在の成功がある
と感じた。…４名
・テニスを通じての社会貢献という考え方。…４名
・自分も楽しまなければお客様も楽しめないのだと松浦氏ご自
身からすごく伝わってきた。…３名
・「まじめにふざける！」すごく吹っ切れた気持ちになった。…３
名
・「やってする後悔はやらずにする後悔の３倍の価値がある」こ
の言葉がすごく印象深かったので時々思い出せるようしっかり
覚えていたい。…３名
・私自身も阪神大震災を経験したので心に響くことが多かった。
…３名
・企業のあるべき姿、これからの企業の形、大事な考え方が
わかった。…３名
・松浦氏の元気、楽しさを見習いたい。…３名
・松浦氏のバイタリティーに感服した。…３名
・信念を持つことやチャレンジする勇気をいただけた。…２名
・レジュメから引き込まれた。…２名
・お客様満足度も上げながら従業員満足を重視した経営を聞け
てとても勉強になった。…２名
・まずは行動して失敗しても成功しても自分に納得が得られる
ようにしたい。…２名
・「やる気×元気×本気×人気」の４気など多方面の気づきが
あった。…２名
・地震を体験され会社も一から立て直して・・。聞かせていた
だいてるうちにたくさん勇気をもらった気がする。…２名
・行動すること、スピード感の大切さを再確認できた。…２名
・松浦氏の様に楽しい人間、社長が会社には大切になると思う。
それを体感できてよかった。…２名
・とにかく気持ちがプラスになった。

・感動した。
・「楽しむ」ことを思い出させてもらえた。
・悩んでいないで楽しんで行動を起こせる方策を必死で考え即
行動に移す。これが今の自分に一番必要な教訓として心に残っ
た。

・まじめとおふざけ両方が部下を引きつける魅力。さっそく実
践したいと思う。

・まず一番に講演は「話し方」で全然違ってくると思った。「話し
方」で内容だけでなく講師の方その人への興味がもてた。

・自分よりも従業員を大事・大切にしている社長だと思った。理
想の社長像！

・「何をするのか」ではなく「どうやるか」の議論が自社ではあま
りなく、変えていかなければと思った。

・やってみて後悔しても次に活かすことにすぐにつながると思っ
た。

・最悪の状況は常に想像し、肝に銘じておかないといけないと
感じた。

・どん底をみてやるしかないと思ったら強いと感じた。
・危機感をもっていないと良くはなっていかないと思った。
・今の自分の仕事は他人でも出来そうな気がする。もっと自分
にしかできないを見つけて差別化していかないといつかお客
様は離れていくのかと感じた。

・人生の楽しさを学んだ。
・本気で取り組む大切さを学んだ。
・改めて、人は元気と明るさが大切だと気づいた。
・自分が理想とする経営を実際にされていることに驚くとともに
尊敬の気持ちを強く抱いた。

・スローガン「自分が元気　誰かを元気　儲けよう」自社で使い
たいと思う。

・中小企業の経営者としてのありがたさを感じつつ、自分らし
い生き方をしていこうと改めて感じた。

・気づきの多さ、それを力に達成する力は素晴らしいし、その
結果を出すためにはそれだけの明確な計画が必要になるので
更に勉強したいと感じた。

・「気づきのある話し合いの出来る職場」これは是非会議に取り
入れたいと思う。

・日頃からどのような気持ちで働くかが大切だと思った。
・人を育てる為に大切な組織作りをどのように作っていくかを考
えさせられた。

・様々な表彰、評価をすることによりスタッフのモチベーション
を向上させることができるということから是非取り入れてみよ
うと思った。

・明るく前向きに考えて実行すれば良い組織ができると思った。
・業種をこえた日本人、地球人としての考え方はこれからの経
営には必要だと思った。

・自社が社会の役に立っていると信じるようにする。
・明るく明日を楽しみにしていきたいと思えた。
・我々も変化していくべきだと思った。
・目指すは高校の学祭の模擬店のような熱く楽しくワクワク働
けるテニススクール！これを実践していけるよう松浦氏の顔を
時々HPで拝見して今日の日を忘れないようにしていきたい。

・カンブリア宮殿のバックナンバーを観てみようと思った。

２．講　演
「阪神大震災を乗り越えての企業再生

～必要とされる会社になるために」

　松浦　信男　氏
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・親父ギャグがまだまだ足りないと思った。

意　見：
・マナーや接客応対などを改めて再確認できてよかった。…25
名
・日頃忘れがちになっているので明日から又再度心がけて業務
に取り組みたいと思う。…15 名
・目を見て（アイコンタクト）心を伝えるコミュニケーションの大切
さを感じた。…７名
・立ち居、姿勢の大切さを再確認した。…６名
・潮先氏の講演はいつも勉強になる。…５名
・内容を自社に持ち帰りみんなで共有しお互いに見つめ直せた
らと思う。…５名
・お客様とのコミュニケーションの取り方、おもてなし、心配り、
歓迎するということについて学ぶ事ができた。…４名
・相手と正対し、言葉・視線・笑顔・手・気持ちとここまで意
識して接客をしたことがなかったので今後やっていきたい。
…４名
・コミュニケーションはアイコンタクトからと学んだのでフロント
に立つ時は必ず万全の状態でお客様、スタッフの目を見るよ
うに意識していきたい。…４名
・相手主流をもっと徹底した接客を浸透させていきたい。…３
名
・基本の大切さを学んだ。…３名
・やるべきことが明確だったのでスクール研修で実施したいと
思う。…３名
・これからは基本的なこと＋αがないといけないと思った。…２
名
・スタッフ教育、社内の雰囲気UPにつながる内容だった。…
２名
・ちょっとしたことで相手に伝わる内容が変わるのが勉強に
なった。…２名
・お客様との心と心の繋がりが大切であることを教わった。…
２名
・アイコンタクトをし、名前を言う。褒めるなど必要なことをはっ
きり言われやる事が見えてきた。…２名
・挨拶の大切さ、どうやったらお客様に気持ちが伝わるかを聞
けてまたモチベーションが上がった。…２名
・テニスを教える事が全てではなく社会人として恥じることのな
い大人にしていくのも重要だと感じた。自分が礼儀の見本と
なるよう頑張りたい。…２名
・組織の仕組み作りが人材を育てるという事の大切さを改めて
感じた。…２名
・利用者に満足して頂くことがたくさんの人に利用してもらえる
第一歩として実行していきたい。
・クラブ会員からはホテル並みの接客を求められているため参
考にしようと思う。
・フロント業務として一番勉強になった。
・まず自分ができて部下にも教育していかなければ今の事業所
の未来はないと思う。
・思いを言葉にすることが大切である。
・自分の為、お客様の為、スタッフの為に行いたいことがたくさ
んあった。
・お客様がレッスン楽しい！と思ってもらえるように接客したい
と感じた。
・お客様一人一人に感動を与えられるサービス（レッスン）ができ
るようにしたい。
・アイコンタクト、名刺交換の実践もあり自分の為になった。
・知らない方とお話しする機会につながり非常によい講演だっ
た。

・心がとても大切だということを改めて感じた。
・笑顔が大事だと感じた。
・明日からもっと後輩に「心」を伝えていきたい。
・「ご苦労様」と心を届ける、部下のモチベーションが上がる。
・「良いことを継続していく」を目標に頑張ろうと思った。
・全スタッフがお客様をみて感じて行動できるように今後心がけ
たい。

・本気で関わることの大切さを学んだ。
・顧客満足→顧客感動へ変化をしていく明るいクラブ作りに頑
張りたい。

・フロントだけでなく企業全体がお客様の満足度を高めるため
に考えなくてはいけないと思った。その為の方法を得た気が
する。

・「態度は内面・心が表れる」これにはどきっとした。気をつけ
ようと思う。

・普段から声のトーンや挨拶は明るくと心がけていたが、電話
応対の時にできていなかったと気づいた。

・話の中での「間」が大事なことがわかった。
・今後は間を取り、ひとつひとつの応対を大切に明るくやってい
きたい。

・バイトの育て方、伸びる指導の仕方・接し方に気をつけて行っ
ていきたいと思う。

・説得力がありモチベーションを維持するために大切な事を
色々吸収できた。

・自社の課題である「ながらあいさつ」を見直す為に全力で取り
組みたい。

・人生が豊かになるよう実践し、日々楽しんで仕事もプライベー
トも充実させたいと思った。

・人を育てる大切さ。
・トップを筆頭に全社員が受講したいと思った。
・部下の良いところをうまく引き出してあげることが私の役目だ
と感じた。

・具体的でわかりやすかった。
・新鮮で楽しく聞けた。

３．講　演
「顧客満足から感動へ

～真の接客サービスを求めて」

　潮先　恵美子　氏
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　初日の生田神社を後にして、２日目、２月８日テニス
施設の見学会が行われました。

　先ず、三木市にあるブルボンビーンズドーム。読者の
皆様がご存知のように、デビスカップ、フェデレーショ
ンカップが幾度も
開催されたインド
ア９面アウト４面
のテニス施設で
す。週末からデビ
スカップが開催さ
れるということ
で、コート上では
チャレンジの画面
を映し出す、ホー
クアイと言うシステムのテストが行われていました。
　総工費 40億円 16,167㎡のドームは植物で半分カバー
され内気温と外気温の温度差の管理を狙い考案されまし
たが、未だ改良の余地が有るということです。一般利用
をはじめ、各種大
会の開催、日本
トップチームの合
宿に活用されると
ともに、兵庫県か
ら世界に羽ばたく
ジュニア育成の拠
点を目指していま
す。202.4ha の 敷
地は三木市総合防
災公園として県全
体の防災拠点とし
ての役割も担って
います。入り口の
床タイルはテニス
ボールでした。

第23回
日本テニス産業セミナ

ー

兵庫県の
施設見学バスツアー

　　　　レポート

15:00 三ノ宮駅 解散
15:20 新神戸駅 解散

8:00  ホテルモントレ近辺から出発

平成 2４年 2 月 7 日 ( 火 )、8 日 ( 水 )、
兵庫県神戸市において、第 23 回日本テニ
ス産業セミナーが開催されました。
近畿テニス事業協会のご協力により県内
の特色あるテニス施設の見学会が行われま
した。
その様子をレポートいたします。

平成 24年 2月
8日 ( 水 )

12:00 神戸元町中華街「華門」で昼食
兵庫県神戸市中央区栄町通
1-5-5　神戸南京町

9:00 ブルボン ビーンズドーム 見学
兵庫県三木市志染町三津田
1708

10:20 ユニバー神戸テニス倶楽部 見学
神戸市西区伊川谷町前開1800

13:30 ノア・インドアステージ ＨＡＴ神戸 見学
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通
2-2-3-315
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　次に神戸市西区、ユニバー神戸テニス倶楽部を訪ねま
した。

　アイディアマ
ン ITC 諏澤社長
はじめスタッフの
皆様の細やかな工
夫に溢れた施設で
す。
　ロビーにおいて
レクチャーを受け
４つの班に分かれ
て、施設を見学いたしました。
　特にお伝えしたいことはコートマネージャーの存在で
す。プレーイングボードの前で会員の皆様が滞りなく、
プレーを楽しめるよう、ただの順番の管理ではなく倶楽
部ライフ強いては、会員の皆様のQOLクオリティーオ
ブライフを支えている大切な存在と感じました。コート
マネージャーの方は全会員の名前だけではなく、プレー
スタイルや嗜好、
すべて知り尽く
し、対応なさって
いるそうです。
　後ろの方がホン
トのコートマネー
ジャーです。支配
人、説明有難うご
ざいました。

　さて南京町でラ
ンチの後はノア・
インドアステージ
HAT 神戸校を訪
れました。
　驚きのお迎え！
全員笑顔！ 20 代

前半からベテラン
社員まで一緒に !!!
　室内はあらゆる
所にノアイズムが
示されています。
　在籍人数までお
客様の目に届けて
います。一言で申
し上げますと、あ
らゆるものにあら
ゆる思想考え方を
全て徹底して ｢見
える化｣ していま
した。感動の空間
です。あらゆる世
代のスタッフが笑
顔溢れる空間、全
て共通の目に見え
るもので繋がれた
大きな信頼関係。
　そして見送りに
までふるまわれた
スタッフの笑顔。
素晴らしい中身で
した。
　ここでは書きき
れない感心と感動
の会場です。読者
の皆様ぜひ一度お
近くのノア・イン
ドアステージをお
尋ね下さい。きっ
とノアイズムを目
で肌で感じること
が出来ると思いま
す。
　ねえ大西社長！
　今回企画担当し
てくださいました兵庫県のメンバーの皆様、アテンドし
てくださった皆様本当に有難うございました。 K
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テニスプロデューサー紹介

　私は京都生まれの大阪船場育ち、拠点は今も関西です。
テニスを本職として今年で 30 年を迎えます。前身の会
社のテニス事業部では大卒入社としては私が第１号でし
た。
　学生時代は特に戦歴もなく技術も無かったが、やる気
だけはあった。
　その気持ちに火が付き「もしもプロコーチが中小企業
診断士資格を持っていたら…」単純な思いで日本プロテ
ニス協会資格検定の為に練習をしたり、Ａ級教師や通信
教育の中小企業診断士講座を受講したり（結果受験まで
も届かず）とコーチ能力とマネジメント能力を身に付け
ようと考えました。同時にいろいろな施設で経験もさせ
ていただきました。
　そして今から５年前に、第２回テニスプロデューサー
資格認定試験を勧められ受験、結果的にプロデューサー
Ⅰに合格しましたが、その後しばらくはアップテストを
受験しませんでした。実は（誰にも言わないでください
ね）余り勉強もしないで合格したので資格をなめてし
まったのです。
　その３年後向上意欲も薄れていた頃、ある方からさり
げなく関東弁で「まだシニアとってないの？！」そこで
ガァ～ン！頭を打たれました。
　そうや！自身の成長の為に勉強してたんや！テスト受
かったことで終わってたな、と反省。
　そこでまた火が付き２年前にシニアアップテストを受
験することに。受験はガァ～ン！頭を打たれました。ボ
ロボロの結果でした。それ以来またまた反省することと
なり、昨年の第６回資格認定試験でシニアテニスプロ
デューサー合格を頂くまでの１年間は勉強と経験する機
会を多く設けました。このような振り返る機会がないと
なかなか反省しないもので久しぶりに勉強できた期間で

した。今後は日々勉強を忘れず成長していきます。

　関西から講習＆試験の度に仕事を休ませて頂いた会社
（ITC）と雑賀会長の最終面接に東京まで出向き、同席
頂いた社長に感謝しております。
　会社はスクール事業を中心に 16 校運営していますが、
私自身は 22 歳で大阪府茨木市の会員制クラブを皮切り
にほとんどを会員制クラブでスクールコーチ、支配人を
歴任してきました。東京には単身赴任で立川ルーデンス
副支配人、最近では神戸市のユニバー神戸テニス倶楽部
支配人、現在は住宅街の中にあるコート４面の会員制倶
楽部テニスヒル仁川の支配人を勤めています。
　このような経緯もあり会員倶楽部ならでのテニスの楽
しさ、テニスを通じた人間関係を多く経験させて頂いて
います。テニス界では衰退する会員制事業ですが再び活
性化させたい思いがあります。

　私の夢は、コート２面のアットホームな雰囲気で親子
３代が多少の勝ち負けを競い合いながらも半日スポーツ
ライフを楽しむ倶楽部を演出したい。
　今後私たちに必要なことは、テニスビジネスは決して
一人ではできないので、学んだ事、経験をいかに現場で
活かすか、その必要性をどう伝えるか、テニス界を元気
にする為の提言を期待されていると思います。
　全ての方への感謝と謙虚な気持ちを持って、更に新し
いことへの挑戦で経験、知識を得て、今後もＪＴＩＡの
活動およびテニス界に協力させていただきます。今後と
もご指導の程よろしくお願いいたします。

以上

シニアテニスプロデューサー取得にあたり
～私の思い～

STP070075　株式会社ITC　髙島　昭
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テニスプロデューサー紹介

　多くの方はクラブ運営って何をすればいいの？という
状態で、ある日突然クラブ運営を任せられたのではない
でしょうか。実は私もこの一人です。これは、職人制度
のように「先輩から盗め」的な発想や、マネジメントの
能力は成功や失敗の経験から育成されるという考え方、
そして人材育成にかける費用が実質的に不足しているな
どの理由から環境の整備が遅れていたためだと考えてい
ます。しかし、もし早い段階からマネジメントの基礎を
学ぶ環境が整備されれば、仕事の可能性は広がり、テニ
スコートを有効活用できるマネジメント能力に長けた人
材が生まれる確立が高くなります。その意味でテニスプ
ロデューサー制度が業界へ普及することは、夢のある魅
力的な業界作りのために大切なことと感じています。
　しかし、現実にマネジメントを学ぶとなると、避けて
通れるものなら避けたいというのが実感ではないでしょ
うか。特に「マーケティング」や「財務管理」などといっ
た科目は聞くだけで難しくとっつきにくいものに感じま
す。しかもテニスプロデューサーⅠ・Ⅱは１日半で５科
目、シニアテニスプロデューサーは３日で 10 科目とか
なりの強行日程。さらに全科目テスト付き。極めつけは
雑賀会長との面接試験までついてきます。こうなると学
生時代を思い出し、とても自主的に受験したいとは感じ
ないかもしれません。事実、私も面倒な気持ちが先行し
ていました。その時に読んだのが 2010 年流行語大賞に
ノミネートされたマネジメントの入門本“もしドラ”（「も
し高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジ
メント』を読んだら」）。この本を読んでマネジメントが
とても身近なものに感じられ、「女子高生
に負けてなるものか」とテニスプロデュー
サーを目指すことにしました。（余談です
が、この本はマネジメントが楽しく理解で
きるようストーリー仕立てで分かりやすい
内容になっているのでお勧めです。）
　私は合計２回のチャレンジでシニアテニスプロデュー
サーに認定いただきました。１年目の受験は全 10 科目
を３日間、講義⇒テストのハードスケジュールです。テ
キストは事前配布されていたのに結局一夜漬けの勉強と
なってしまい覚えることに必死。メガネを胸に掛けな
がら、「俺のメガネどこにあるか知らない？」と探して
しまうほど記憶力の衰えた私には非常につらい作業でし
た。学生時代にやったチラシの裏面へ何度も繰り返し書

くことで頭へ叩き込み、何とか１年目テニスプロデュー
サーⅡに認定いただきました。
　そして２年目は“安全管理”と“人材育成”の２科目
を残してのシニアテニスプロデューサーへのアップグ
レードテスト。私にとって、２年目にシニアテニスプロ
デューサーに向けて再度チャレンジする時間を得ること
ができたのはとても幸運でした。
　まず、１年目のテストを終えて仕事を体系的に考えら
れるようになり、２年目には学んだことを実践で試しな
がら学ぶことができました。同時に人材育成に関しては
考えを深く掘り下げ、自分なりの人材育成に対する考え
方をはっきりさせることができました。きっと、２年目
がなければ一夜漬けの机上の理論で終わっていたと思い
ます。
　次に、この２年目受験までの期間で勉強が楽しくなり
ました。不謹慎かもしれませんが、私はビジネスをゲー
ムの一種だと考えています。人生の大半を費やすのです
から仕事が楽しくなければいけないと考えゲームと捉え
ることにしました。マネジメントの勉強をしていくうち
に、これを学ぶことは攻略本を読んでゲームを有利に進
めるのに似ていると気付きました。もちろん攻略本なし
にゲームを進められますが、攻略本を使わない人よりも
ゲームの全体像が見え、リスクを最小限に押さえながら
ゲームを進められます。こう考えるとマネジメントも楽
しいものに思えてきませんか？
　私は今回のチャレンジを通じて“実践を通じた学びが
大切である”“マネジメントの勉強は楽しい！”という
２つのことを学びました。成功された方の講演で“人生
は常に学び続けることが大切です”などということを聞
きます。今回のチャレンジでその意味がほんの少しだけ
分かってきた気がしました。少しでも興味がある方は是
非テニスプロデューサー試験を受験してみてください。
夢のある魅力的な業界へ向けて、何かしら楽しく実のあ
るものを得ることができると思います。
　最後に、今回シニアテニスプロデューサーに認定いた
だきありがとうございます。これからたくさんの方とお
会いする機会があると思います。その際は皆さんからた
くさんのことを吸収したいと考えています。これからも
学び続けることを忘れず、テニス事業の活性化に向けて
努力していきます。今後ともよろしくお願いいたします。

テニスプロデューサーのススメ

STP100135　千歳テニスクラブ　横山　和也
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スジガネ君、テニスを語る

　まずは、前回の記事の言い訳から。ラインジャッジの
話で、「セルフジャッジでの誤審が非常に多いのだ。ルー
ルでは、ラインに触れていればアウト」なんて書いてし
まった。もちろんルールでは、ラインに触れていればグッ
ドで、このまま読んだら、真っ赤なうそ。皮肉で反対に
書いた文章を縮める時にできた産物。読者の皆さんや編
集のみなさんにも、誤解やご迷惑をおかけしました。紙
面を借りてお詫び申し上げます。

　さて今日のお話はダブルス。特に男子なのだが、昔は
ダブルスといえばネットプレー。
　サーブアンドボレーが出来なければ、テニスが出来る
なんて言ってはいけないような雰囲気だった。ところが
常識というのは変わるもの。最近はストロークやレシー
ブの技術向上やパワーがアップすることで、サーバーが
ベースラインにとどまる雁行陣が多くなっている。レ
シーブゲームでは、二人ともベースラインにいる平行陣
もありなのだ。
　テニス界にコナーズやボルグが登場する前、今から
40 年以上前のこと、シングルスでもプロはサーブアン
ドボレーが多かった。ネットへつきさえすれば有利で、
少しでもチャンスがあればネットへ出たものだった。そ
れを先ほどの二人が変えた。甘いサーブで出て来ると、
リターンエースを打つ。深いアプローチで出て行っても、
ほんの少し余裕があれば、無造作にパスを通す。これで
みんな、うかつに前に出るわけには行かなくなった。トッ
プスピンや強打のストロークが常識になり、どの選手相
手にも、ますますネットを取りにくくなっている。逆に
ボレーの技術は必要性が薄くなったことから、少しづつ
レベルダウンしてきた。いまや、力関係は明らかにスト
ロークが上になっているのだ。そこでクレーコート系の
ストローカーたちは考えた。「何も恐ろしいネットへ出
かけていくことはない、得意のストロークで吹き飛ばし
ちゃおう」　というわけで、雁行勝負が出現してきたの
だ。
　何年か前のデビスカップの話。日本とチリが対戦した。
日本のダブルスは鈴木・岩渕、ジャパンオープン優勝ペ
アー。チリはその前のアテネオリンピック、単複金メダ
ルのマスー・ゴンザレス。ゴンザレスのフォアは世界一
の威力といわれています。二人とも鬼のストローカー。

日本はサービスダッシュ、チリは雁行陣主体。日本ペアー
は足元にリターンを叩き込まれ、返すところをポーチさ
れ、ぼこぼこにやられたそうだ。チリのサーブゲームで
も、サーバーはネットへ出てこない。鬼のようにストロー
クを打ち込まれ、ちょっとでも浮くとネットマンがポー
チ。リターンダッシュすると足元にトップスピンが降っ
てくる。その後、チリはアメリカに挑戦、アメリカのダ
ブルスは、ブライアン兄弟。こんどはアメリカのサーブ
アンドボレーとネットプレーで、ぼこぼこにやられたそ
うだ。
　完璧な、矛と盾の戦いを考えると、上手いボレーヤー
がいいアプローチでネットへ出たらストロークに勝てる
と思う。逆にストローク側に少しでも余裕のある場合は、
鬼のようなショットでボレーヤーは吹っ飛ばされる。昔
は、今ほどストロークがすごくなかったので、ネットへ
付いてしまえばボレーヤーが有利だった。今は、相対的
に、ストローカーがかなり有利になっている。しかしそ
れもサーブしだい、勝負の鍵はストローカーに余裕を与
えるか、なくすかだから、先手必勝、逆に一瞬でも攻撃
の手を緩めると一気に持っていかれる。特に１球目がポ
イント、間違いなくどちらかのサーブがそのポイントの
１球目なのだから。そのサーブ次第、レシーブ次第で主
導権をとる側が決まる。
　まったく恐ろしい世の中になった。サーブやファース
トボレーがちょっとでも甘いと、殴られっぱなしになっ
てしまう。アマチュアでもストロークとボレーの力関係
はかなりプロと似てきた。必ずしもネットへ行かなけれ
ば、上級者の沽券にかかわると考えなくてもいい時代に
なったのだろう。しかし相手のストロークがヘボ、自分
がボレー、スマッシュが上手いなら、ムリにも、ネット
へ行ったほうが圧倒的に有利。だから、アマチュアはプ
ロ以上に相手の幅が広く、選択が難しいかもしれない。
最近は男子プロもスペインやアルゼンチンの人はステイ
バック。アメリカ人は
ほとんどサーブアンド
ボレーのよう。あなた
はどっちにします？い
つの時代も、プロもア
マも、矛と盾の話は難
しいのだ。

現代のダブルス
東戸塚松原テニススクール　松原　雄二 
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　私の勤務するあざみ野ローンテニスクラブは今年の６
月で創立 39 年を迎えます。最寄りの東急田園都市線あ
ざみ野駅がまだ存在しない頃からこのあざみ野にはテニ
スを愛する方々が集っていました。創立から現在まで在
籍いただいている方もおられます。数年遅れで会員のご
家族や会員希望の方々の為にスクールも開設され、現在
のスクールに至っています。
　受付には会員、スクール生、ショップのお客様、そし
てクラブへのお客様と多くの方がお越しになります。そ
の皆様を笑顔でお出迎えし、明るく迅速正確に対応でき
るよう努力しています。受付はクラブの顔。受付でも電
話でも私達の対応次第でクラブの印象がほぼ決まってし
まう大事な位置にある仕事と思います。
　その仕事の中に『井戸端会議が第一業務』があります。
これは当クラブ代表からの言葉です。何よりもお客様と
の会話を優先しその会話の中からお客様の情報を収集す
るというものです。お客様が順調にスクール受講できて
いるかどうか、来場し易い時間帯はどこか、好む色は何
色か、どんなウェアを好んで着用しているか、など。こ
の井戸端会議から得た情報をもとに、受講アドバイスや、
メーカーの新作ウェアはお客様の好む色やデザインを入
荷するなど受付の諸先輩方がやってきていたことを聞き
自分達の仕事の未熟さを痛感することもしばしばです。
受付業務は奥が深いと思います。浅くも深くも私達の心
がけ次第。コーチとの連携も欠かせません。お客様とコー

チから多くの情報を取り、サービス向上に役立てられる
ようさらに努力していきたいと思います。
　社会が高齢化に向いているように当クラブも年齢の高
い方が多くいらっしゃいます。その方々のその日の体調
や考えていることを感じ取る為にもお客様との会話、コ
ミュニケーションは不可欠です。またいつ何が起こるか
分からない緊急時の対処もできるよう常にイメージし意
識することも受付の大切な仕事と思います。AED講習
会で学んだ事も含め緊急時のマニュアルを日頃から胸に
置いて業務に向き合う必要があると強く感じます。
　
　クラブ、スクールに来る方はテニスが大好きです。そ
んな方々が楽しくテニスをしていただけるようお手伝い
をしていきたいです。私自身、この環境の中で受付とい
う仕事をさせていただけることを幸せに思います。受付
業務は楽しいです。人と触れ合う仕事は素晴らしく学ぶ
ことが多いです。いろんな場面で日々勉強させていただ
いています。以前会員の方に「ラ」の音での挨拶を教え
ていただいたことがあります。「ラ」の声の高さが挨拶
に適しているというものです（少し前のフロントステッ
プアップアカデミー講義資料にもこの「ラ音」について
の記述があるのを拝見しました）。明日からも笑顔とラ
音でお客様の心に寄り添える受付の一員でいられるよう
頑張りたいと思います。そして多くの方と井戸端会議が
できるよう自分をステップアップさせていきたいです。

Let’s Enjoy Front!

井戸端会議が第一業務
あざみ野ローンテニスクラブ　総務部　掛川　厚子
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安全管理委員会通信 Vol.12

　平成 23 年３月 11 日東日本大震災から早いものでもう
１年が経ちました。
　被災された皆様が元気になられること、被災地のいち
早い復興を心から祈っております。
　そして僅かながらでも協力させていただきたいと思っ
ております。
私たちは、この１年で何を学んだのでしょうか？万が一
に備えて準備をしておくことの重要性、危機管理と安全
管理。春は日本では一つの切り替わりの時期、進級や進
学、卒業、入社。多くの新しいお客様に出会うときです。
危機管理と安全管理を再度確認する必要があります。そ
して、当たり前を当たり前で済まさない。愚直なまでに
基本に戻る。このようなことが大事な時期。お客様が安
全に楽しくテニスが出来る環境作りにスタッフ一丸と
なって取り組んでいただきたいと願っております。

気をつけましょう。この季節
　暖かくなって新規の方も多く入ってくる時期になって
きます。又、新入社員・進学など生徒さんの環境も大き
く変わる時期です。
　季節の変わり目の注意点と新しい生徒さんへの対応に
気をつけて接することがポイントになります。

＜スタッフ編＞
コーチの注意点
【レッスン中】
① 暖かいからといって準備体操をしなくていいのではな
く、しっかりと体操を受けてもらって下さい。もちろ
ん遅れてきた方への声がけを忘れずにしましょう。

　 お客様自身も暖かいから大丈夫と思い込むと危険で
す。

② 日によっては暑い日も出てきますので水分補給の時間
をとる事も考えレッスンするようにして下さい。

③ 新規のお客様には特に気をつけて声をかけてあげま
しょう。何も分からなく緊張しているので思わぬ怪我
に繋がる事があります。

　 ボール拾いの指示、休憩場所の指示、コート内の移動
場所の指示（ラリー中のローテーションなど）は丁寧
に細かく説明して下さい。

【研修生や新人コーチ】
① 研修としてレッスンに入ることや新人コーチとしてク
ラスを担当することがあると思いますが、任せ過ぎな
いように注意をしてレッスンを見てアドバイスをして
あげましょう。

② テニス技術やレッスン技術だけでなく言葉遣いや接客
なども重要なスキルです。お客様に失礼のないように
指導して下さい。

③ 今日のレッスンカリキュラムの打ち合わせやレッスン
終了後の反省会を行い研修生が育つよう指導してあげ
ましょう。
フロントの注意点
① 暖かくなる時期ですが、日によって温度が変化する場
合もあります。レッスン中は気温に注意しながらエア
コンの温度調整をしましょう。（インドアの場合）

② 新しいお客様が増える時期ですので声をかけて初めて

来る方が安心できる様に注意して下さい。
③ 初めて施設を利用する方へ更衣室やトイレの場所、自
分のコートなどを説明して少しでも気持ちよくテニス
ができるように案内して下さい。

＜施設管理編＞
注意点
　普段通いなれたコーチはもちろん、クラブ会員さんや
スクールの生徒さんは「どこに」「何があって」「どのよ
うに使えば」よいのかを把握しています。
　が、この季節になると新人コーチも入社し、新規の会
員さんや生徒さんもたくさんご入会されます。
　「当たり前」の事が「当たり前」のようにできない、
知らない、分からない認識が出てきますので、今一度施
設管理の注意点を確認し、共有しながら啓蒙していきま
しょう。
① 災害時の緊急避難経路や避難場所
　※防災訓練などを実施しましょう。
②消火器や消火栓の設置場所
　※消火器には使用期限があります。
③AEDの設置場所
　※バッテリーやパッドの使用期限も確認しましょう。
④救急箱の設置場所
　※中身の補充なども確認しましょう。
⑤最寄りの病院の場所
　※ 総合病院だけでなく整形外科や眼科などの住所や連

絡先も確認しましょう。
⑥安全管理マニュアルの確認
　※新しく追加された項目はありませんか？
⑦ その他施設（テニスクラブ、スクール）特有のルール
やマナーの啓蒙
　※  POP や掲示板などは古く劣化していたり、壊れて

いたりしませんか？

　何事も「最初が肝心」です！！
　知らない事や教えられていない事をいきなり注意さ
れると施設の
印象も悪くな
り、それが紹
介や口コミに
も 繋 が り ま
す。
　新しいテニ
スライフを楽
しんでいただ
くためにも、
快適なテニス
ライフを提供
するみなさん
が「当たり前」
にならないよ
うにご注意く
ださい。
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１．安全管理に関するマニュアルはありますか？

　　　ある・ない

　　（新人スタッフへの研修は？　　 実施・未実施）

２．事故発生時の対応・流れは決まっていますか？

　　　決まっている・決まっていない　

　　（新人スタッフの理解は？　 している・していない）

３． 事故発生時の対応方法について、スタッフルーム内
への掲示はありますか？

　　　ある・ない

４．近隣の救急病院・医院のリストはありますか？

　　　ある・ない

５．その病院リストは掲示されていますか？

　　　いる・いない

６． その病院リストには診療日・診療時間は明記されて
いますか？

　　　いる・いない

　　（ 閉院・開院等、内容に変更が無いか確認されてい
ますか？　　　 いる・いない）

７．AEDは設置されていますか？

　　　いる・いない

　　（パッドの使用期限は切れていませんか？
　　　　 期限内・期限切れ）

　　（新人スタッフは使用法を理解していますか？
　　　　 している・していない）

８． RICE などの応急処置についてのスタッフ研修はあ
りますか？

　　　ある（定期・不定期）・ない

　　（新人スタッフへの研修は実施しましたか？　　
 実施・未実施）

９． レッスン日報など、日々のレッスン内容についての
記録はありますか？

　　　ある・ない

10． 始業時、安全管理についての確認は義務化されて
いますか？

　　　いる・いない

11． 事故発生報告について、統一されたフォームはあ
りますか？

　　　ある・ない

12． 重大事故には至らなかった微細な事故についての
報告システムはありますか？

　　　ある・ない

13． 安全管理に関するミーティングは実施されていま
すか？

　　　している（定期・不定期）・していない

14． 安全管理に関するミーティングの議事録は作成し
ていますか？

　　　いる・いない

15．発生事故について、検証はされていますか？

　　　いる・いない

16． 事故被害者への対応・フォローのシステムはあり
ますか？

　　　ある・ない

17．保険の加入状況についてお聞きします。

　　・ 施設内発生事故に対応する保険には加入していま
すか？

　　　　いる・いない

　　・保険の補償範囲は？（複数回答可）

　　　　 物損補償対応・治療費のみ・通院日数対応補償・

休業補償対応・損害賠償請求等の訴訟対応・　

その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・ お客様対応について保険会社のアドバイス・フォ
ローは十分ですか？

　　　　十分・不十分

安全管理アンケート

安全管理委員会では、各事業所で安全管理体制を確認するためのツールとして、以下のアンケート用紙をご用意いたし
ましたので、各事業所においてご活用いただければ幸いです。

安全管理アンケート（春 ver）
～新年度に向け、安全管理体制を再確認しましょう！～
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クラブ部会活動報告

　クリスマス目前の 12 月 19 日（月）街も活気づく中、
クラブ部会主催による「第４回テニス親睦会」が新座ロー
ンテニスクラブにて開催されました。
　22 名の方が参加されました。今回も前回に続き天気
に恵まれ、真冬にも関わらず半袖短パンでプレーされる
方もいるほどの盛り上がりを見せ、リターンのボールが
前衛の後頭部に直撃するという珍プレーにも負けず熱い
ゲームを繰り広げました。
　やはり一緒にテニスをする事であまり話したことがな
い方でもなんとなく打ち解けたり、性格がテニスに出て
いたりするので面白いです。やはりテニスは（テニスに
限らずスポーツ全般でしょうが）コミュニケーションの
きっかけや相手を知るのにとても良いものだと感じまし
た。
　コートサイドやクラブハウスでも会話に花が咲いてお

りとても楽しい親睦会でした。
　その後の場所を移しての忘年会では皆さんテニスの興
奮冷めやらぬといった感じで大変盛り上がり、お酒に弱
い私は帰りに駅を７つ乗り越してしまいました。
私にとっては初対面の方もいらっしゃり、会議では出来
ない話やプライベートな話等も出来、新たな出会いも得
ることが出来ました。
　クラブ部会には経営者やその後継者等似た境遇の方々
がいます。諸先輩方の経験談や事例を話し合い今後に繋
げていったり、同じ立場でないと理解しがたい事を理解
し合う事が出来る貴重な場所だと思います。
　最後に、主催してくださった事務局の加藤さん、善福
寺公園テニスクラブの野田さん、会場を貸してくださっ
た新座ローンテニスクラブの浅海さん、ご参加の皆様、
ありがとうございました。

クラブ部会　テニス親睦会＆忘年会報告
狛江ローンテニスクラブ　大久保　貴弘
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　昨年 12 月 13 日（火）に秩父宮ラグビー場会議室に
おいて、2011 年度３回目のマネージャー部会を開催し
ました。今回は「人材育成」モチベーションアップと
チームワーク強化をテーマに、質問を通じて解決方法を
探っていくアプローチ手法 ( 昨年６月開催のテニスプロ
デューサー限定研修会で好評だった次世代型リーダー養
成プログラム ) を、講師に下田令雄成先生を再びお招き
して実施しました。
　まず下田先生がおっしゃっていたのは、これからの時
代は既知（⇔未知）の答えを知っていて指示 ･命令を出
すだけのリーダーではなく、新しい答えを共同（協働）
で導き出せるリーダーが必要であること。それは変化が
激しく情報過多な時代であるため、チームメンバー個々
の考えは多種多様であり、それぞれを尊重しチームで話
し合いながら課題を解決していくことが大切ですと述べ
られました。
　そこで、組織 ･チーム ･個人の力を育成するのに有効
である『アクションラーニング』という課題解決手法を
用いたチームセッションを実体験することで、より深く
理解しさらに習得することを目指しました。まず、チー
ムセッションを行う上でいくつかのチーム規範がありま
す。個人の立場が侵されないための守秘義務、意見では
なく質問形式で、チーム皆で課題を解決しようという前
向きな姿勢、課題そのものに目を向け決して犯人探しを
しない、何が悪いかではなくどうしたら解決するかの視
点を持つ、そしてメンバー皆が平等であり互いを尊重し
他人の発言を傾聴すること。

　実際に５名のグループに分かれ、自身が仕事の上で今
一番課題としていること（特に人材育成で）を提示する
“課題提示者”、チームセッションの進行役である“コー
チ”、その他“グループメンバー”の３役を交代しなが
ら 50 分×５回のセッションを繰り返し行いました。な
かなかコーチ役が難しく、50 分間で具体的な課題解決
策までを導くのは大変でしたが、回数を重ねるごとにス
ムースな進行ができるようになり、４．５回目のセッショ
ンではどのグループも時間内に解決策を見つけ、セッ
ションを振り返る所までたどり着けたようでした。
　先生が講演の中でリーダーに必要な能力を三つ上げら
れていました。「課題発見力」と「解決策探求力」。そ
して「実行力」。まさに事業所のリーダーであるマネー
ジャーに求められるものです。学んだアクションラーニ
ングの様々なエッセンスは、日頃の職場の中でのコミュ
ニケーションやミーティングの場などで大変重要なこと
ではないでしょうか。今回参加された方々は、それぞれ
の職場に帰り学んだことを多いに活かされていることと
思います。
　今回、年末の大変お忙しい中ご参加いただきました皆
様、本当にありがとうございました。現場でご苦労され
ているマネージャーの皆様、そして将来マネージャーを
目指されている方の少しでもお役に立てればと考え、こ
れからも部会の方向性を探り実施していきます。今年も
マネージャー部会へのご参加、よろしくお願いいたしま
す。

マネージャー部会

第３回マネージャー部会開催
マネージャー部会長　曽根　正好
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１．講義について
 中嶋　康博　講師

大変参考になった：82 名
参考になった：９名
参考にならなかった：０名

意　見：
・改めてコーチのあり方、コー
チとしての心得を再度確認す
る事が出来た。…25 名

・勉強になった。参考になった。…17名
・コーチの心得をよく胸に刻んで、これから活かしていき
たい。…14 名

・｢コーチとはどうあるべきか｣について非常に参考になっ
た。…９名

・お客様にレッスンに来て下さる感謝の気持ちを持ち続け
たい、大切にしていきたい。…５名

・中嶋氏の講義は自身の経験・体験が基となっていて、と

ても説得力があり興味を引く内容だった。…４名
・改めて考えさせられた、気付かされた事がたくさんあっ
た。…３名
・｢学ぶ事をやめた時、教える事をやめなくてはならない｣
教訓にしたい。…３名
・明日から意識を高く持っていきたい。…３名
・事業所へ持ち帰りスタッフで共有したい。…４名
・中嶋氏の話はとても分かりやすかった。…３名
・自分の意識がまだ低かったという事を思い知らされた。
…２名
・今日の講義を参考にしてお客様に伝えていきたい。…２
名
・もっと一人一人のお客様の事を知る事、テニスに対して
真剣に取り組みたいと思った。…２名
・とても共感出来る所が多かったので実際にやっていこう
と思う。…２名
・コーチとしての新しい知識を学べた。…２名
・感謝の気持ちを大事にしている中嶋氏の姿勢がとてもよ
く伝わった。…２名

コーチステップアップアカデミー

第３回コーチステップアップアカデミー
　　　　　　会　　　場：レックインドアテニススクール上石神井

　　　　　　申　込　者：当日参加者数：98名　　　アンケート回収数：94通

２月20日（月）アンケート結果
◆性別と年代をお答えください。

10 代 20 代 30代 40代 50代 不明 合計
男　性 1 45 20 6 4 4 80
女　性 0 4 3 0 0 0 7
不　明 0 1 4 1 1 0 7
合　計 1 50 27 7 5 4 94

◆コーチ歴をお答えください。 ◆役職・業務は何ですか。 
5年未満 16 支配人・マネージャー 12
5～10年 21 ヘッドコーチ 17
10～15年 7 チーフコーチ 37
16～20年 4 契約コーチ 13
20年以上 4 プロコーチ 3
不明 42 その他 12

◆この研修会を何で知りましたか。 ◆このアカデミーに参加しようと思った理由は何ですか。
郵送による案内 16 内容が気に入った 43
FAX による案内 4 講師が気に入った 22
E メールによる案内 7 会社の指示 18
ホームページ 2 自分の意思 5
会社からの案内 62 その他 6
その他 3
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・テニススクールでのお客様への対応等、サービスに関し
て、レッスンを通してたくさん学ぶ事が出来て良かった。

・コーチの心得という｢基本｣的な内容ではあったが、つい
忘れてしまう事であり、大事な事である。

・お客様とのコミュニケーション、聞き出していくという中
嶋氏のスタンスは明日から使用出来る。

・カリキュラム・マニュアルの例があると良かった。
・テニス以外の勉強や知識をもっともっと自分でレベルUP
していきたい。

・仲間作りの大切さや方法が分かりとても参考になった。
・レッスン・クラスを盛り上げるためにレッスンとレッスンの
間のコミュニケーションを大切にしていきたい。

・項目別で説明してくれた事が分かりやすかった。
・｢コーチの心得｣は以前聞いた事がありとても感銘を受け
たのを覚えている。

・コーチに必要な事は技術以前に生徒と接する基本を学べ
たので良かった。

・私は基本の部分が出来ていないと感じると共に、これか
ら課題を克服する為の具体的な方法も教えて頂いた。

・当たり前だと思わず、常に初心を忘れずにレッスンに取り
組みたいと思った。

・お客様への意識や何を求めているのか、自分と一緒にテ
ニスをしている一般の方、ジュニアの子供達へもっと楽し
んで頂けるように考えようと思う。

・選手を強く育てる事と初心者の方を上手にさせる事の大
切さを感じた。

・自分の今やっている事の大きな意味が知れて大変嬉しく
思っている。

・コーチ歴が浅い故、ベテランの方の経験をお聞きしてみ
たい。

・｢走れ！汗をかけ！声を出せ！｣という所では、研修の時に
何回も言われていた事ですが、最近気づかぬうちに手を
抜いてしまっていたところでもあると思った。

・特に｢①のありがとう｣は、日々の業務で忘れかけている
事であった。中嶋氏ご自身も常に勉強している姿勢を感
じ感銘を受けた。

・とても熱意のある講義で参加して良かったと思った。
・また参加したい。
・テニススクールを作り上げていく過程の話が参考になっ
た。

・スクールの生徒さんを対象とした講義内容だったので、
新しい発見とやっている事の確認になった。

・改めてテニスコーチという職業が先生ではなく、サービス
業として考えていかなければと感じた。

・初めてテニスを始める方への気持ちが非常に感じられ
た。

・コーチの原点を忘れてはいけない大切さを改めて感じ
た。

・自分を含め、中嶋氏のスタンスを聞ける事がコーチの意

識向上に繋がると思う。
・熱い気持ちが一番重要だと思う。
・テニスコーチはサービス業なので、生徒さんに気持ちよ
いサービスを目指していきたい。
・スクールの動きに照らし合わせて良い方向に変わればと
思う。
・ラリーの件、どんなボールでも繋げること。相手もコー
チにはオーラがないといけないので、どうしたらオーラ
が出せるのか考えてみたい。
・まさに、いつも若いコーチに伝えているサービスとはホス
ピタリティとはの原点を知る内容だった。
・中嶋氏の人を感動させる気持ちの強さはとても勉強に
なった。
・最後まで講義を聴きたかった。
・次回は講義の時間が長いと良いと思う。

２．オンコート研修について
 中嶋　康博　講師

大変参考になった：74 名
参考になった：14 名
参考にならなかった：０名

意　見：
・レッスンメニューに取り入れていき、自分なりに考えてよ
り良いレッスンを目指していきたい。…16 名
・今までやった事のないレッスン内容がとても新鮮で、こ
れからレッスンを行う上で取り入れていきたいと思った。
…12 名
・様 な々球出しがあって面白かった。…８名
・レッスンのマンネリ化を避けるよう色 と々アイデアを持って
取り組んでいく事の大切さを学んだ。…８名
・自分がやって初めて気づく事が多かった。…３名
・最終的にはゲームに繋がる技術を手出しから意識させる
事でゲームに繋がる流れが、最初から作れる事が分かっ
たので大変参考になった。…３名
・特にコーディネーションドリル。知っていた内容もあった
が、改めてジュニアレッスンで取り組もうと思う。…３名
・ウォームアップからお客様と一緒に楽しめる雰囲気作り
が大変勉強になった。…３名
・直接中嶋氏から話しを聞くと気が引き締まる。当たり前
の事がしっかり出来なくてはと改めて思った。…２名
・道具を用いることで、簡単に上達し、且つ分かりやすく
お客様に伝わるので実践したいと思う。…２名
・コーチが 1人で回す場合、2人の場合とパターンがあり
良かった。ドリルについても資料が欲しいと思った。
・基本の動きから応用まで大変参考になった。自分のレッ
スンで足りない部分を補い、お客様により良いレッスンを、
感動を与えたい。
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・普段レッスンで行っている事が、このオンコートでも再確
認出来て良かった。メニュー等、色々聞けて大変勉強に
なった。

・日々、生徒の皆様には決まった練習（皆さんが行っている
練習メニュー）を行っていましたが、色 と々工夫（レッスン）
が必要であると分かった。

・ドリル内容を実際にする事で、お客様目線に立って感じ
る事が出来た。

・中嶋氏が普段から口にする「段階的」という言葉。これは
実際現場に立っている上で本当に大事な事だと感じてい
る。今回のオンコートも「段階的」がブレずに組み込まれ
ていたので分かりやすかった。また、毎回違う発見や提
案をする中嶋氏の凄さを改めて感じた。自分もアンテナ
を張って生活したいと思う。

・今回勉強した事が、全ての生徒に対応出来る訳では無い
と思うので、その都度、その人に適したアレンジなどが
必要になってくると思った。

・小道具を作って儲けたいと思う。（笑）
・自分が楽しみながら一緒に動くようにしていけるメニュー
ありがとうございました。

・レッスン生にばらつきがあるクラスについてのレッスン方
法がとても参考になった。

・最終的に、生徒同士でしっかりした試合が出来るように
ストレートリターン等、練習量の少ないショットを見つけ
る事が大事だと気づかされた。

・運動量や走る距離など、全てのドリルを工夫すれば多く
のパターンドリル、練習方法が作れる事が参考になった。
中嶋氏の生徒へのコミュニケーションの取り方や情熱が
研修を受けていて伝わってきた。生徒さんに伝える事の
方法が良く分かり参考になった。

・体を動かす楽しさを実感した。
・中級、上級で早い球しか打てなかったり、ゲームのポジ
ションがおかしい生徒さんがいるので改善出来そうだと
思った。

・全てにおいて改めて再確認させていただいた。

・特に深さのコントロール、スピードのコントロールが参考
になった。レッスンを止めるという事（フォーメーション）
は、普段やらなかったので実践してみようと思う。
・ボールを出したり、打ったりしてより実践的な研修で良
かった。
・伝え方や説明の仕方、組み立てなどが参考になった。レッ
スンを始めたコーチや研修などに活かしていきたい。
・自分のレッスンに活かせる点が多かった。参加者が多人
数なのに良い雰囲気を作れる点が凄いと思った。
・全てが段階的指導になっていた。手法等が大変参考に
なった。
・安全があってこそ→楽しいレッスンだと再認識出来た。
・少し負荷のあるドリルを使う事も大事だと思った。
・お客様の意識の確認や話し合いによって、もっとレッス
ンの内容が良く出来ると再確認した。お客様ともっともっ
と色々話しをしたいと思う。
・多人数をうまくさばくという方法でしたので、少人数のパ
ターンではどうなるのかをまた聞いてみたい。
・内容よりも中嶋氏の元気の良さに何よりも心が打たれた。
このようなGMのもとで仕事が出来るコーチは幸せです
し、だからこそVIPTOPのスクールが盛り上がっている
のだと感じた。
・100 名もの参加者が引き込まれる話し方、考え方など大
いに参考になった。
・球出しのバージョンを少し変えるだけでもずいぶん変
わったり、色々変化をもたらす事が出来、とても勉強に
なった。
・１レッスンの流れ等をもっと聞きたかった。ひたすらドリ
ル練習を行っているのか？と気になった。
・講義と同様、項目別での説明がもう少しはっきりしている
と良かった。
・時間をもっととって良かったのではなかったかと思った。
・矯正法をもっと聞きたかった。
・最近取り上げられる体幹などフィジカルとの関わりをメ
ニューの中で知りたかった。
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パワハラ問題の広がり
　近年、職場におけるパワーハラスメント（以下、「パ
ワハラ」といいます）が増えており、大きな社会問題
となっていますが、皆様の中には「うちは体育会系だ
から、多少きつく当たっても大丈夫」と、パワハラを
他人事として問題視していない人もいるのではないで
しょうか。ところが、パワハラという言葉の受け止め
方は個々人によって様々で、ご自分の価値観だけを信
じて行動していると、大きなトラブルに発展すること
もあり、注意が必要です。
　実際にパワハラに関する個別労働紛争の件数は、近
年右肩上がりに増えており、どのような職場でも発生
する可能性があり、無視できる事象ではありません。

【全国 14の県労働委員会における個別労働紛争の「相談・助言」件数】

パワハラとは
　それでは、どのような行為がパワハラに該当すると
考えられているのでしょうか。先日公表された、厚生
労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓
会議ワーキング・グループ報告」では、パワハラを次
のように定義しています。

　また、上記の定義に当たるものとして、次のような
具体的行為が掲げられています。

【パワハラに当たる具体的行為】
①身体的な攻撃（暴行・傷害）
　例：相手をラケットで叩く、ボールを投げつける。
②精神的な攻撃（脅迫・暴言等）
　例： 面前で「バカヤロー」「下手くそ」などと罵倒する。

人格を否定するようなあだ名を付ける。
③人間関係からの切り離し
　例：特定の人間だけ仲間外れにする、無視する。
④ 過度な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不能
なことの強制、仕事の妨害）

　例： 一人で屋外コートのローラー掛けを全てやらせ
る、「来週までに新規のスクール生を○人入会さ
せろ」と強要する。

⑤ 過小な要求（業務上の合理性なく、能力や経験とか
け離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与え
ないこと）

　例： レッスン外し、ボール拾いのみをやらせる、屋
外コートや駐車場の草むしりのみをやらせる。

⑥個の侵害（私的なことに立ち入ること）
　例： 個人の趣味や家族のことなど、プライベートな

部分に過度に立ち入り、言いふらす。

パワハラを防止するためには
　このようなパワハラを職場で起こさないためには、
上司である管理職に対し、パワハラ防止策を教育する
ことから始めるのが大事です。部下を指導・叱責する
際は次の点に留意することを徹底させ、職場内のいじ
め行為等を放置すると監督責任を問われることを周知
して下さい。

　また、逆にパワハラと言われることを過度に恐れて、
部下のミスや問題行動を放置してはならないこともあ
わせて教育することが大切です。

■ご相談は
社会保険労務士法人プロジェスト
担当：長友まで
TEL　03-6439-5585　FAX　03-6439-5580
E-mail ： hnagatomo@proggest.co.jp

【パワハラの定義】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者
に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優
位性（※）を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化さ
せる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同
僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に
行われるものも含まれる。

���部下の人格を否定したり、批難するような指導・
叱責は慎むこと。

���部下がミス等を起こした場合であっても、頭ごな
しに叱責しない。

���指導・叱責した後は、必要なフォローを行うこと。

『人事・労務コラム「職場のパワーハラスメントにご用心」』
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　先の２月 29 日、ギリシャに端を発した金融危機
への対策として、欧州中央銀行が 800 の金融機関に
総額 5295 億 3100 万ユーロ（約 60 兆円）の資金供
給を行いました。これは昨年 12 月の 4900 億ユーロ
（約 50 兆円）の供給に続き２回目。わずか２ヶ月で
ヨーロッパ市場に 110 兆円ものお金が増えたことに
なります。
　米国が 2010 年、2011 年に渡って約 50 兆円の資
金供給をした時は、株価、商品相場ともに大幅上昇
し、つられて日本の株価も上昇しました。今回も同
様、年初から日本の株価は上昇しています。
　日本銀行も２月 14 日、１％のインフレ目標を表
明し、市場に 10 兆円の資金供給をしています。ま
さに日米欧で大量にお金が出回っています。
　
　金融市場に出回るお金が増えれば、そのお金をど
こに投資して増やすか、みな躍起になります。なる
べく有利な投資先を探し、世界中にそのお金がめぐ
ります。
　まず株価、それからしばらくして不動産というの
が今までのお決まりのパターンです。さて日本の不
動産にお金は流れ込むのでしょうか。
　
　長く続く日本の低金利時代ですが、今もなお金利
は下っています。10 年国債の利回りは１％を切り、
優良な個人客なら５年間固定の 0.8％で貸し出しま
すという銀行もあります。一方、都心の優良不動産
はネット（賃料から管理費や固都税などのコストを
引いた税引き前手残り）の利回りは５～６％。単純
に４％以上のサヤを抜けるということになります。
　この差をイールドスプレッドといいますが、日本
の不動産は他の国に比べこのイールドスプレッドが
高くなっています。これに目をつけた欧米マネーが、
今後日本の不動産を買ってくるという可能性は十分
に考えられます。
　また、今や経済大国となった中国のお金も日本の
不動産を狙っています。昨年の 12 月、中国投資有
限責任公司（中国政府の投資ファンド）が、日本の
15 の物流施設を 1226 億円で取得することになり、
大きな話題となりました。このファンドが日本の不
動産に投資するのはこれが初めてですが、昨年の日
本の不動産取引の中で最大規模のものでした。これ
を皮切りにもっと買ってくるのではとの期待の声も
あがっています。中国は政府による不動産バブル抑

制策の真っ只中、チャイナマネーが中国国内のリス
ク回避から、日本の不動産へシフトしてくる可能性
も考えられます。
　
　このような楽観的な見方もある一方で、いやいや
外資がそんなに不動産は買わないでしょうという見
方もあります。
　現在の東京のオフィス賃貸市場は、「2012 年問題」
といわれるものがあります。
　森ビル調べによると、2012 年の東京 23 区の新規
オフィス供給量（延べ床面積）は推定 154 万㎡、前
年比で 12％増える見通しです。年間で 150 万㎡を
上回るのは 2006 年以来で、調査開始時（1986 年）
以降では３番目の大量供給となります。大量供給の
理由の一つが大型ビルの相次ぐ開業です。例えば東
京駅前中央郵便局跡地の「JPタワー（仮称）」21万㎡、
新丸ビルの隣の隣「丸の内永楽ビルディング」14
万㎡、渋谷・東急文化会館跡地の「渋谷ヒカリエ」、
墨田区押上の「東京スカイツリーイーストタワー」
等々。新しい観光スポットや商業施設が誕生し、消
費者にとっては期待の高まるビル開発ラッシュです
が、不動産業界にとっては頭の痛い問題なのです。
新築ビルの供給が大量にあることから、オフォス賃
料の下落→不動産価格の下落が予想されているので
す。
　ただし 2013 年、2014 年の供給予定量は過去平均
の 70％程度。それなら、2012 年が底なのではとい
う見方もあり、それならまさに買い時と狙ってくる
外資もあるのではとも言えます。
　
　ギリシャ・イタリアなどの国債が暴落し、日本も
財政破綻するのではないかという、センセーショナ
ルな雑誌記事が目に付くようになりました。日本国
債の最大保有者は銀行ですから、万一の時は当然、
金融市場は大混乱です。日本国内のお金も、金融資
産から不動産や金、商品といった実物資産へリスク
ヘッジする動きが強まって来るかも知れません。は
たして日本の不動産はどうなるのでしょうか？

■ご相談は
株式会社　船井財産コンサルタンツ
担当：有田能正
TEL　03-6439-5801　FAX　03-6439-5850
E-mail ： y.arita@funai-zc.co.jp

『税制コラム PartⅩⅨ「どうなる？日本の不動産」』
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　ある会議を終えて時計を見ると、もう終電が無い
時間となっていた。
　「仕方ないからタクシーでも止めるか…。」って考
え、三車線の幹線道路に出ると、空車のサインを付
けたタクシーが、まるで魚の群れのようにピュン
ピュンと走ってた。
　
　手を挙げる前に、タクシーが止まりやすいところ
まで歩いていたんだけど、その時、突然一台の車が
いきなり目の前に止まり、後部ドアが開いたんだ。
　
　一瞬何が起こったのかわかんなかったんだけど、
よくよく見ると個人タクシー。
　運転手は人の良さそう～なおじいちゃん。
　安心して車に乗り込んだ。
　
　車が走り出すとすぐに、運転手のおじいちゃんは
日本茶のペットボトルと、栄太郎の黒飴を一掴み手
渡ししてくれた。
　「目的地まで快適に過ごしてください」っていう
おじいちゃんの心遣いが、ヒシヒシと伝わってきた。
　お茶を一口飲んだところで、聞きたかったことを
聞いてみた。
　
　「私、手を挙げてなかったのに、何で乗るってわ
かったんですか？」
　
　すると、おじいちゃんはニコニコしながらこう
言った。
　「長いことやってますから。一目見れば『ああこ
のお客さん乗るな。』ってわかるんですよ。」
　
　この道一筋。法人で 13 年。その後個人で 30 年。
　「バブルがはじけて、周りの同僚たちは『厳しい、
厳しい』って言ってたけど、彼らはバブルの頃と同
じことしかしてなかった。自分はいつも工夫して、
『一本奥の道を流したり』バブルの頃と違うことを
実行してきたので、そこそこの売り上げを確保でき
たんですよ…。」
　
　深夜に偶然乗ったタクシーで、実にいい研修を受
けることができた。
　
　けど、それにしてもこのおじいちゃんは、なぜ長
い間モチベーションを保ち続けてたんだろう？って
考えていたら、ずいぶん昔に、日本プロテニス協会
が招いたジョージ・ベイショーさんという米国プロ
テニス協会のプロコーチのレッスンを思い出した。
　
　ジョージ・ベイショーさんは、確かケントデリカッ
トによ～く似た当時で 60 歳を超えたおじいちゃん

だったんだけど、日本人の生徒さんを相手に、英語
で（外人だから当然だけど…）　はしゃぎまくって、
コートの中を精力的に動き回ってた。
　レッスン自体はとってもシンプルなのに、おじい
ちゃんの「熱意」にぐいぐい引きつけられて、見入っ
てしまってる自分がいた。
　
　目の前で実際に起こっていることを見て、この時
初めて「熱意」さえあれば、何歳になっても生徒さ
んを引きつけることができると確信したんだ。
　
　1921 年、U・S・スチール社が設立された時、38
歳の若さで社長となり、年俸 100 万ドル以上の給料
を取った実業家、チャールズ・シュワップは、高給
をもらう理由を、自分で「人を扱う名人だから」と
言っていたらしい。
　彼は人にその秘訣を尋ねられると、こう言ったと
いう。
　
　「私には、人の『熱意』を呼び起こす能力がある。
他人の長所を伸ばすには、ほめることと、励ますこ
とが何よりの方法だ。上役から叱られることほど、
向上心を害するものはない。私は決して他人を非難
しない。人を働かせるには奨励が必要だと信じてい
る。だから、人をほめることは大好きだが、けなす
ことは大嫌いだ。気に入ったことがあれば、心から
賛成し、惜しみなく賛辞を与える。」
　
　つまり、タクシーのおじいちゃんも、テニスコー
チのおじいちゃんも、自分の仕事について、人から
ほめられたり、励まされたりしてきたから、それが
「熱意」となって、また人を引きつけるという好循
環になっていたんだね。
　
　えっ？ほめてくれる人がいなかったらどうするん
だよ！って？
　心と経営のコンサルタント　澤田多津也さんはこ
う言ってるよ。
　「もし、喜びも楽しみもなかなか見つからなけれ
ば、『よしやるぞ！』と、口に出してみてください。
不思議と熱意はついて来ます。」
　
　ホントかよ～！
　
　さあ、あなたも…、ご一緒に…、星飛雄馬のよう
に、目の中で炎をメラメラさせながら、古谷徹の声
で「とうちゃん！俺はやるぞ！」って握りこぶしに
力を入れましょう。
　
　柱の陰で泣いている女性がいても、「ねえちゃん」
ですからご心配なく…。

熱意

其の二十
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JTIA賛助会員のご紹介

■特別賛助会員（50音順）
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
〒 107-8632　東京都港区元赤坂 1-2-3　赤坂見附MTビル 6F Tel. 03-3479-1426 担当　齋藤　秀樹
スポーツサーフェス株式会社 テニスコート設計・施工
〒 103-0022　東京都中央区日本橋室町 4-4-3　第一登栄ビル 6階 Tel. 03-6202-0757 担当　三浦　典男
ダイドードリンコ株式会社 清涼飲料水等製造及び販売
〒 233-0013　神奈川県横浜市港南区丸山台 3-40-1 Tel. 045-846-2100 担当　田口　智行
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
〒 271-0052　千葉県松戸市新作 240-3 Tel. 03-3209-6116 担当　高山　純寛
株式会社船井財産コンサルタンツ 個人財産・法人財務・不動産ソリューション等コンサルティング
〒 107-0052　東京都港区赤坂 8-4-14　青山タワープレイス 3F Tel. 03-6439-5800 担当　成島　祐一
社会保険労務士法人プロジェスト 日常のロム問題等に関する相談等
〒 107-0052　東京都港区赤坂 8-4-14　青山タワープレイス 3F Tel. 03-6439-5585 担当　長友　秀樹
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）
ジャパンリスクマネジメント株式会社 生命保険・損害保険代理店
高木工業株式会社 業務請負事業、人材派遣事業等
東京ウェルネス株式会社 テニス施設・インドアコート・スポーツ施設設計・施工
東京海上日動火災保険株式会社 損害保険全般
ホクエツ印刷株式会社 印刷業

□賛助会員（50音順）
I.C.P. 株式会社 インドアテニスコート上屋の設計・施工、膜構造物の設計・施工等
アシストインターナショナル株式会社 テニスコート設計・施工、人工芝輸入・販売・施工
株式会社アスリード 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
アメアスポーツジャパン株式会社 スポーツ用品製造・販売
株式会社イースリー オンラインスポーツショップの運営、商品卸、スポーツ系メディアの出版等
エイチ・ティ・エム・スポーツ ジャパン株式会社 スポーツ用品の輸入販売　HEAD、Tyroliaブランド
株式会社エイト 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
株式会社エス・アール・アイシステムズ テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
株式会社小野設計 建築設計・監理
NPOグローバル・スポーツ・アライアンス スポーツを通じた地球環境保全活動
グローブライド株式会社 スポーツ用品の製造ならびに販売等
株式会社ゴーセン テニス用品製造・販売
ゴーツースポーツ株式会社 屋外スポーツ器材・備品の販売及びメンテナンス
株式会社コンシエスタ テニスクラブ・テニススクール・レンタルコート・ショップ検索サイトの運営
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
ジャスパス株式会社 クレジットカード・電子マネー決済システムの提供、ポイントシステムの導入支援・提供
ジャパン・ビジネス・サプライ株式会社 OA機器卸販売
株式会社新光トレーディング スポーツサーフェイス輸入販売、施工管理
株式会社スポーツサンライズドットコム スポーツイベント企画・運営、選手データベース管理
株式会社住ゴム産業 スポーツ舗装材（人工芝・ゴムチップ等）の販売・施工
綜合警備保障株式会社 機械整備・常駐警備・警備輸送・綜合管理・防災業務等
ターフサイクル株式会社 人工芝リサイクル事業
株式会社ダイエープロジェクト スポーツ施設用大型テント、スポーツ施設設計･施工等、その他建築工事一式
地業建設株式会社 テニスコート施工
株式会社テニスナビ 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
東亜ストリング株式会社 テニス・バトミントン・スカッシュのストリング製造・販売
株式会社トモ コインパーキングのトータルプロデュース、スポーツ施設の企画・設計・施工等
株式会社日東社 マッチ・ポケットティッシュ・名入れライター・ノベルティ用マスク等の製造販売
株式会社NIPPO テニスコートの設計・施工、スポーツ施設の設計・施工
日本毛織株式会社 テニスコートサーフェスの製造販売
日本体育施設株式会社 各種運動場の基本計画・設計施工・請負及び監理等
日本ラケットストリンガーズ協会 ストリング技術の普及
株式会社ファミリーライフマーケティング みんなで作るラケット干支評価サイト「teniran.com」の運営
株式会社フュービック テニスポータルサイト「tennis365.net」の運営
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社 ゴルフ・テニス用品製造・販売
プレミアムスイソ株式会社 水素水関連商品の製造･販売
ペイントマノン 建築塗装
株式会社マイクロフォーサム ソフトウェアの違法コピー防止、LED照明の販売等
前田道路株式会社 スポーツ施設の設計・施工
有限会社マツオホケンサービス 保険代理業
株式会社マックスヒルズ 広告の企画・立案・製作・実施、セールスプロモーション企画、ホームページ製作管理等
丸菱産業株式会社 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
ミズノ株式会社 総合スポーツメーカー
ミラクル株式会社 スポーツ器具の開発・製造・販売、脚の健康に良い履物などの開発・製造・販売
明治安田システムテクノロジー株式会社 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
有限会社モリ コーポレーション 経営コンサルティング業
株式会社ライフ・デポ スポーツ施設設計・施工・メンテナンス・LED照明等
有限会社リバティヒルバケーション 旅行業
株式会社WOWOW 衛星を経由した有料放送事業
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　（社）日本テニス事業協会では協会ロゴマー
クとチャレンジ25キャンペーンのロゴマー
クが入った名刺の台紙を作成販売いたしてお
ります。 （２色カラー印刷）
　ＪＴＩＡ会員の証として、環境にやさしい事
業所をアピールするためにご活用頂ければ幸
いと存じます。
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発　　行：社団法人日本テニス事業協会
発　行　日：平成24年3月31日
発行責任：雑賀　昇　
編集責任：金田　彰（広報委員長）
発　行　所：社団法人日本テニス事業協会
　　　　　TEL.03-3346-2007
　　　　　FAX.03-3343-2047
　　　　　〒160-0023 
　　　　　東京都新宿区西新宿1-8-3 
　　　　　小田急明治安田生命ビルB1
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　東日本大震災から早一年が経ちました。被災されまし
た皆様のお役に立てればと日本テニス連合では、｢がん
ばろう！日本｣ のワッペン、缶バッジ、Ｔシャツを販売
しました。その収益金が 9,679,954 円。全額を日本赤十
字社と、東北テニス協会に寄付いたしました。東北の皆
様が元気を取り戻してくださることを祈っております。
　さて、社団法人日本テニス事業協会は、公益社団法人
への移行申請をしてまいりましたがこの度、平成 24 年
4 月 1 日より、公益社団法人への移行が決定いたしまし
た。創立 20 周年を新公益社団法人として迎えることが
出来ますことに、小誌編集者も責任の重さを感じており
ます。へんなコラムは書けないぞ。
　時節柄、花粉が激しく飛び交っております。
　花粉症のコーチの皆様、お気を付け下さい。ボレー繋
ぎしながらクシャミは危険です。
　クシャミをすると目を閉じてしまうのは何故なんで
しょうか？目を開けながらクシャミができないのは何故
なんでしょうか？
　日本中が希望に満ちた春を迎えることを祈り、今年度
の最後のニュースお届けいたします。有り難うございま
した。 Ｋ

編集後記






