2012.09.Vol.58

Contents
■キッズ&ジュニアテニスカーニバル募集要項 ･･･ 2

■コーチステップアップアカデミー報告････････ 21

■TOPGUN PROJECT開催要項 ･･･････････････ 3

■スジガネ君、テニスを語る･･････････････････ 25

■コーチステップアップアカデミー募集要項･････ 5

■フロントステップアップアカデミー報告･･････ 26

■テニスプロデューサー紹介･･･････････････････ 6

■Let's Enjoy Front! ･････････････････････････ 27

■テニスプロデュサー限定研修会報告･･･････････ 7

■安全管理委員会通信 Vol.14 ･････････････････ 28

■テニスプロデューサー講習会＆試験要項･･･････ 9

■AEDのご案内 ･････････････････････････････ 30

■事業所紹介：桜台テニスクラブ･･････････････ 12

■税制コラム････････････････････････････････ 32

■賛助会員企業ご紹介：長永スポーツ工業株式会社 ･ 15

■庭球人語「本当の理由」････････････････････ 33

■クラブ部会報告････････････････････････････ 17

■賛助会員名簿･･････････････････････････････ 34

■マネージャー部会報告･･････････････････････ 18

■テニス川柳／編集後記･･････････････････････ 35

2

   

  

開 催 要 項
ྡڦ

⛠㸸⤒Ⴀຮᙉ   

ڦ㛤ദ⤌⧊㸸

ᚋ
༠
㐠

 

ദ㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠
⟶㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠◊ಟጤဨ
㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࣉࣟࢸࢽࢫ༠㸦ணᐃ㸧
㈶㸸ࢧࣥࢺ࣮ࣜࣇ࣮ࢬᰴᘧ♫
Ⴀ㸸723*81 352-(&7 ᐇ⾜ጤဨ

ڦ

ሙ㸸䝯䝹䝟䝹䜽ᮾி
ࠛ ᮾி㒔 ༊Ⱚබᅬ
7(/ 
࠙㹈㹐࣭ࣔࣀ࣮ࣞࣝᯇ⏫ୗ㌴ᚐṌ㸶ศࠊᆅୗ㕲୕⏣⥺Ⱚබᅬ㥐ୗ㌴ᚐṌ㸰ศ
ᆅୗ㕲ὸⲡ⥺࣭Ụᡞ⥺㛛㥐ୗ㌴ᚐṌ㸲ศࠚ

ڦᮇ

᪥㸸ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠍䠌᭶䠍䠒᪥㻔ⅆ㻕䡚䠍䠓᪥㻔Ỉ㻕

ڦᑐ

㇟㸸ᅜྛᆅࡢࢸࢽࢫᴗᚑ⪅ཬࡧᴗ⏺㛵ಀ⪅
㸯㸬ࢡࣛࣈ࣮࢜ࢼ࣮࣭࣐ࢿ࣮ࢪ࣮࣭ࣕࢥ࣮ࢳ࣭ࣇࣟࣥࢺ➼
㸰㸬ࢫࢡ࣮ࣝ௦⾲࣭࣐ࢿ࣮ࢪ࣮࣭ࣕࢥ࣮ࢳ࣭ࣇࣟࣥࢺ➼
㸱㸬ࢸࢽࢫ㛵㐃ᴗᚑ⪅

ڦᐃ

ဨ㸸䠍᪥┠䠉䠍䠑䠌ྡ

䠄ඛ╔㡰䛻䛶⥾ษ䠅

ڦཧຍ㈝⏝㸸㸯㸤㸰᪥┠ཧຍ ͐ ձຍ┕ဨ
ղ㺡㺤㺛㺪㺽㺹㺡㺼㺋㺎㺙㺎
ճ㠀 ຍ ┕
㸯᪥┠ࡢࡳཧຍ ͐ ձຍ┕ဨ
ղ㺡㺤㺛㺪㺽㺹㺡㺼㺋㺎㺙㺎
ճ㠀 ຍ ┕
㸰᪥┠ࡢࡳཧຍ ͐ ձຍ┕ဨ
ղ㺡㺤㺛㺪㺽㺹㺡㺼㺋㺎㺙㺎
ճ㠀 ຍ ┕
ᐟἩ䠖

䠎᪥┠䠉䠍䠌䠌ྡ

䠄ඛ╔㡰䛻䛶⥾ษ䠅

㸦㣗㸰ᅇࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗㸰ᅇࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗㸰ᅇࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࠊ᠓ぶ㈝ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࢆྵࡴ㸧
㸦㣗ࢆྵࡴ㸧

䝯䝹䝟䝹䜽ᮾி 㻥㻘㻡㻜㻜䠄䝅䞁䜾䝹䝹䞊䝮䚸䠍Ἡᮅ㣗䞉⛯䞉䝃㎸䜏䠅
䠄ඛ╔㻞㻜ྡ䚸ᕼᮃ䛾᪉䛿⏦㎸᭩䛻䛤グධୗ䛥䛔䠅

ࣝࢭࣥࣕ࢟ڦᩱ㸸ᙜ᪥㸣ࠊ㸯Ⴀᴗ᪥๓㸣ࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝᩱ㔠ࢆ㡬ᡝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ͤ㸰Ⴀᴗ᪥๓ࡲ࡛ࡣ࢟ࣕࣥࢭࣝᩱࡣⓎ⏕ࡋࡲࡏࢇࠋ㸦㏉㔠ᡭᩘᩱࡣཧຍ⪅㈇ᢸࡋࡲࡍࠋ㸧

ࢺ࣏ࣥڦ㸸බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏయ⫱༠බㄆࢸࢽࢫᣦᑟ⪅ࡢ᪉㸦ձࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟဨࠊղࢥ࣮ࢳࠊ
ճᩍᖌ㸧ࡣᮏࢭ࣑ࢼ࣮࠾࠸࡚ࠊ-7$࡞ࡽࡧ-37$ࡢ◊ಟ࣏ࣥࢺࢆ㸯᪥ࡘࡁ㸰࣏
ࣥࢺྲྀᚓฟ᮶ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⏦㎸᭩㈨᱁✀㢮Ⓩ㘓1Rࢆࡈグධୗࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ-7$Ⓩ㘓⪅ࡣᙜ᪥ࠊබㄆࢸࢽࢫᣦᑟ⪅◊ಟᐇ⩦άືᐇ⦼ドࢆࡈᣢཧୗࡉ࠸ࠋ
⏦ڦ㎸⥾ษ㸸ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠍䠌᭶䠕᪥䠄ⅆ䠅
 ⏦ڦ㎸ ඛ㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠ ົᒁ
ࠛ ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ ᑠ⏣ᛴ᫂Ᏻ⏣⏕ࣅࣝ㹀㸯
7(/ 
)$; 
85/ KWWSMWLDWHQQLVFRP
⏦ڦ㎸᪉ἲ㸸ᡤᐃࡢ⏦㎸⏝⣬ᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊୖグ⏦㎸ඛࡲ࡛㒑㏦ཪࡣ㹄㸿㹖࡚ࡈ
㏦ୗࡉ࠸ࠋ㸦࠾⏦ࡋ㎸ࡳᚋࠊཷ☜ㄆ⚊ࢆ㹄㸿㹖࡚࠾㏦ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸧
࡞࠾ࠊཧຍ㈝⏝ࡣ⥾ษ᪥ࡲ࡛ୗグཱྀᗙ࠾㎸ࡳࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࠙㎸ඛཱྀᗙࠚ

㖟 ⾜ ྡ㸸୕⳻ᮾி8)-㖟⾜ ᪂ᐟ୰ኸᨭᗑ
ཱྀᗙ␒ྕ㸸ᬑ㏻ཱྀᗙ 1R㸳㸲㸲㸶㸷㸱㸶
ཱྀ ᗙ ྡ㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠ ◊ಟົᒁ

3

䝔䞊䝬䠋 チーム力を向上させるリーダーシップ


㛫

ሙ

平成２４年１０月１６日（火）
ෆ

㹼

⍞㞼

ཷ

㹼

⍞㞼

㛤ᣵᣜ

㹼

⍞㞼

ㅮ ᖌ㸸᪥ᮏ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ༠ ᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ ⾨⸨ ಙஅẶ
ࢸ࣮࣐㸸ㄡࡢࡓࡵࢳ࣮࣒ࡣ࠶ࡿࡢ㸽
ಶே࣭ಶேࡢ⬟ຊࡢ⥲ࡀࢳ࣮࣒ࡢຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶே࣭ಶேࡢ⬟ຊࡢ⥲
㸦ࡅ⟬㸧ࡀࢳ࣮࣒ࡢຊࠋಶே࣭ಶேࡢ⥲ࡀ㞟ᅋࢆసࡿࠋࡑࢀࢆᘬࡁฟࡍ
ࡓࡵࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊ࠺࠶ࡿࡁࠋ ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋ

㹼

⍞㞼

㣗䠄䛚ᘚᙜ䠅

⤂

⍞㞼

ඹ㏻䝔䞊䝬䠖⚾ࡓࡕࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࢳ࣮࣒ຊࢆྥୖࡉࡏࡓ㸟

㹼

⍞㞼

ձ㸸ඵ༓௦ࢫ࣏࣮ࢶ࣮࢞ࢹࣥࣥࢻࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ
᭮᰿ṇዲᨭ㓄ேࠊᖹ㞞ᕭ㺡㺤㺛㺛㺖㺎㺷㺫㺍㺢㺼㺘㺎㺟ࠊ㕥ᮌὭஓ㺙㺍㺔㺎㺛㺖㺎㺷㺫㺍㺢㺼㺘㺎㺟

㹼

⍞㞼

ղ㸸ࣀࣥࢻࢫࢸ࣮ࢪྡ㇂ᰯ
ᯇ⃝㕲රᨭ㓄ேࠊ㔠Ꮚᘯ႐㺫㺍㺢㺼㺘㺎㺟ࠊᑠᆏ㝯Ꮚ㺪㺹㺻㺢㺫㺍㺢㺼

㹼

⍞㞼

ճ㸸723ࣥࢻࢫࢸ࣮ࢪடᡞ
㇂୍⩏㺭㺦㺎㺚㺼㺊㺎ࠊబࠎᮌಇᕫ㺫㺍㺢㺼㺘㺎㺟ࠊ▮ཱྀᏹ⨾㺪㺹㺻㺢㺫㺍㺢㺼

ᇶㄪㅮ₇

䝯䝹䝟䝹䜽ᮾி

ᐜ

㸳)

㞧㈡㛗

ఇ᠁

㹼
㹼

⍞㞼

մ㸸ᰴᘧ♫ࣞࢵࢡ⯆Ⓨ
⸕⛉୕ᴗ㒊㛗ࠊሯᣅᙪ㺛㺖㺎㺷㺪㺽㺹㺡㺼㺋㺎㺙㺎ࠊᑠᯘ┤ᶞ㺦㺓㺐㺻㺢㺼㺏76㺡㺼㺆㺸㺖㺞㺎ࠊ
ᱵ⏣㑥᫂㺸㺍㺖㺚㺼㺋㺤㺏㺟㺎㺯*0ࠊ⚟ᓥ㟹㑻&&Ṋⶶቃ㺫㺍㺢㺼㺘㺎㺟

㹼

⍞㞼

յ㸸ᰴᘧ♫ࣜࣂࢸࣄࣝ ᣦᐃ⟶⌮ᴗ㒊
⚄⏣ဴஓᴗ㒊㛗ࠊᜠ⏣ᗣᘯඵ㞼య⫱㤋㤋㛗ࠊ㰻⸨ᑦᏊඵ㞼య⫱㤋㺪㺹㺻㺢

㹼

⍞㞼

䜎䛸䜑

㹼

Ꮝ㞛

᠓ぶ

䝯䝹䝟䝹䜽ᮾி

䠐㻲

平成２４年１０月１７日（水）


㛫

ሙ

ෆ

㹼

⍞㞼

ཷ

㹼

⍞㞼

ㅮ ᖌ㸸ᚿ⦕ሿ 㯮ᒾ ⚙Ặ
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ᭱㧗ࡢࢳ࣮࣒ࠖࢆࡘࡃࡿࢩࣥࣉࣝ࡞ࡅ
ࠕ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࢀࡓࡽឤㅰࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊឤㅰࡍࡿࡽ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࢀࡿ
ࡢ࡛ࡍࠖࢆ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࠊࢶࢱ࣭ࣖࢫࢱࢵࣇ࣭࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࡛ᅜ
ᗑ⯒ࡽࢢࣛࣥࣉࣜ㍤ࡁࠊࡓࡗࡓ㸰ேࡋㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡘᫍᗑ㛗
࣭ᚑᴗဨ‶㊊ᗘㄪᰝ㸯ࢆసࡾฟࡋࡓࠋᩘ࠼ษࢀ࡞࠸ኻᩋࡽᚓࡓࠕ᭱㧗
ࡢࢳ࣮࣒ࠖࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢࢩࣥࣉࣝࡘຠᯝⓗ࡞ࡅࢆࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋ

㹼

⍞㞼

㣗䠄䛚ᘚᙜ䠅

㹼

⍞㞼

ㅮ ᖌ㸸ᰴᘧ♫࣮࣮ࣝ࢟ࣗࣈ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᆏ⏣ Ặ
ࢸ࣮࣐㸸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ※ࡣࠕ⮬ศࢆືࡍ⬟ຊࠖ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣᙳ㡪ຊࡢࡇࡔゝࢃࢀࡲࡍࠋࡑࡢᙳ㡪ຊࡢ※ࡣఱ࡛
ࡋࡻ࠺㸽࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࡓ࠸ᛮ࠺ࡁࠊࡇ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡲ
ࡍ㸽ㄡࢆືࡋࡓ࠸࡛ࡍ㸽
ᅜෆ࣭ᾏእ࡛㣧㣗ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿᰴᘧ♫࣮࣮ࣝ࢟ࣗࣈ௦⾲ࡢᆏ⏣Ặࡀ
యឤࢤ࣮࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㑅ᢥ⫥ࢆᥦࡋࡲࡍࠋ

⍞㞼

㛢

ㅮ₇

䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥

㹼

䝯䝹䝟䝹䜽ᮾி

ᐜ

㸳)

୰ᒣ◊ಟጤဨ㛗

㸨ࢫࢣࢪ࣮࣭ࣗࣝㅮ₇ෆᐜ➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㒔ྜࡼࡾኚ᭦ࡉࢀࡿሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

4

第７回コーチステップアップアカデミー
日

時

平成２４年１０月２４日（水）１０：００〜１７：００

参加費

6,000円

定

会

場

有明コロシアム

対

象

㸨ࢪࣗࢽᙉࠊ⫱ᡂᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊࡶࡋࡃࡣ⯆ࡢ࠶ࡿࢥ࣮ࢳ
㸨୍⯡ࢡࣛࢫ࡛ࠊୖ⣭ࠊࢤ࣮࣒ࠊࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺࢡࣛࢫࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢳ
㸨ࡑࡢࠊࡸࡿẼࡢ࠶ࡿࢥ࣮ࢳ

講

師

竹内

内

容

ձࡇࡇᩘᖺ࠾ࡅࡿ⏨Ꮚ㑅ᡭ㌍㐍ࡢ⛎ᐦ
ղࢪࣗࢽ㑅ᡭࢆⓎ᥀ࡍࡿ㝿୍␒ὀ┠ࡍࡿⅬ
ճࢪࣗࢽ⫱ᡂ࠾ࡅࡿᇶᮏ㸦⤯ᑐ㸧᮲௳ࡣ㸽
մẸ㛫ࢥ࣮ࢳࠕࡇࡶࡢึᮇẁ㝵࠾࠸࡚ࠖ᭱ึᩍ࠼࡚ḧࡋ࠸ࡇ
յ࣏࣡ࣥࣥࢺᣦᑟ㸦▹ṇ㸧ࢆࡍࡿ㝿ὀどࡍࡿ࣏ࣥࢺࡣ㸽
ն୍⯡ឡዲ⪅ྥࡅࠊ➉ෆὶࢸࢽࢫᣦᑟἲ㸟
࡞

映二氏

員

８０名

Ụᮾ༊᭷᫂㸰㸫㸰㸫㸰㸰

TEL:--

（前デ杯監督）

スケジュール／ 平成２４年１０月２４日（水）１０：００〜１７：００
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テニスプロデューサー紹介

「多くの出会いに支えられて」

シニアテニスプロデューサー
株式会社サイオ

金子

STP060020

栄継

【四半世紀前の出会いから】
今思えば相当無茶な独立でしたが、人生の転機を迎える最
初の出会いは、まさにここでした。
24 歳の若造がラケット一本「コーチデリバリーサービス」
を起業しました。学生時代のアルバイト期間１年間・総合ス
ポーツクラブのテニス部門の社員として２年間。たったそれ
だけの経験しかないのに熱い思いと勢いだけが頼りの門出で
した。
それでも苦しい時期がありながらも軌道に乗る事が出来た
のは、性格の異なる事業パートナーの存在が大きかったのだ
と思います。私が感覚重視の現場主義なのに対して、相方は
理論派で数字に強いタイプ、私がブルドーザーで耕したとこ
ろを相方が整地する、私が最前線の総大将で相方は軍師的な
役割分担ができていたのは幸運でした。
そして今では契約店舗も５店舗に広がり、当時の自分より
ははるかに優秀なさまざまなスタッフとの出会いを楽しんで
います。
【事業協会入会を通じての出会い】
私の父と雑賀会長が旧知の仲だったのをきっかけに事業協
会に入会したのは、2002 年８月でした。
現場一筋で社会経験の乏しかった私にとって協会の主催す
るセミナーはとても新鮮でした。「これは自分を高めてくれ
る場所だ！」と確信して、第１回のテニスプロデューサー資
格認定講習にも飛びつくように申し込んだのでした。慣れな
い労務管理や財務管理などの勉強はかなり苦労しましたが、
現在はシニアテニスプロデューサーの末席に加えていただい
ています。
何より他の事業者や管理職の方との出会いは毎回衝撃的で
す。
「何と高い志をもってテニス事業に関わっている方が多い
のだろう」と、いつも驚いています。
セミナーでの発表や懇親会でお酒も入った中、熱く語られる
言葉から、より高い志を持っている人、より深いテニスへの
愛情を持っている人が全国にたくさんいることを知りまし
た。
その方たちとの会話から得られる刺激、これは何物にも代
えられない財産となって私を高めてくれています。
【震災を経験して】
昨年の東日本大震災は会社創業以来経験した事のない学び
の場となりました。
弊社契約先の仙台校と水戸校が被災し３ヶ月スクールを再
開できない状態となりました。建物は修復できましたが、ス
タッフの家族やお客様の中には心に深刻なダメージを受けた
方も多く、色々な事情で去っていくスタッフも少なくはあり
ませんでした。
救われたのは、再開してから寄せられたお客様からのお言
葉です。
「再開してくれてありがとう」「テニスをしていると
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きは笑顔でいられるんだよね」
「家は借り住まいだけどこれ
からも通うね」
「必ず復帰するからそれまで在籍にしておい
てくれ」など、たくさんの感謝の言葉をいただき、我々の仕
事がお客様に必要とされている事を知りました。
そして生家が津波で流されてしまったマネージャーを中心
に、残ったスタッフとお客様との間でテニスをする喜びを共
有する事によって皆が心を癒して行きました。
そこで改めて考えさせられたのは、テニス自体が持ってい
る魅力とテニススクールが持っている地域社会への役割の重
要性です。テニススクールは人と街に笑顔と希望を与えられ
る場であり、コーチやフロントと言う職業は、その感動をい
ちばん身近で感じられる仕事なんだということを改めて認識
させられました。
私は「お客様の笑顔と感動が自分の幸せ」という初心に今
一度戻り、その気持ちを心に刻んでいます。そういう意味も
含めて、震災を通じて得られた出会いにも感謝しています。
【今後の夢】
第一は、私の会社のスクールが、地域の方たちに有意義な
社会的利益を提供するスクールにすることです。テニスを通
じてその街に必要とされ、利用者に喜ばれる施設の運営と人
材の育成を目指したいと考えています。その結果として従業
員が分相応の収入を得られ、地域の人達から尊敬され、社会
的な地位を得られるようなスクールにしたいと思っています。
第二に、これはまだまだ本当に夢物語ですが「スモール・
テニススクール」構想です。
１面・１コーチ・１事業主＝まだまだ現役で頑張りたいベ
テランコーチの独立を手助けしたい！そして現場以外の財
務・労務・販促・会員管理等をサポートできるような関わり
方がしたいのです。
将来的には各地域に、商店街の八百屋さん、魚屋さん、ラー
メン屋さんのように、小さいけれどたくさんのテニス屋さん
があり、日本全国に多種多様なテニススクール事業者が生ま
れ、それを事業協会がサポートするような普及体制ができた
ら良いのではないかと思っています。
【最後に】
今までのテニス人生は、私を助
けてくれ激励してくれるさまざま
な方たちの出会いと縁の強さによ
るところが多かったのではないか
と思います。まだまだ志半ばでは
ありますが、これからもテニス事
業の発展と成長に関わっていきた
いと思います。皆さま、今後とも
ご指導よろしくお願いいたしま
す。＊あっ！生涯の伴侶に出会え
たことが一番だということも付け
加えておきます。（＾＿−）−☆

第６回テニスプロデューサー限定研修会

会
場：ホテルモントレ半蔵門
期
日：平成24年６月25日（月）
申込者数：53名 当日参加者数：49名

アンケート回収数：45名

アンケート結果
◆性別と年代をお答えください。
男
女
合

性
性
計

20代
1
0
1

30代
13
0
13

40代
21
1
22

◆事業所における中心的な営業形態は何ですか。
クラブ
スクール
レンタル
その他
不明

2
43
1
1
0

１．講 演
アイディアで利益を生み出す 強い組織
の創り方
講師
門田 由貴子氏
意 見：
・自社の事に当てはめると、出
来ていない事がたくさんあり
気付く事が多かった。…７名
・強い組織を作る為にリーダー・
マネージャーの役割を考えな
くてはならないと感じた。…
４名
・組織、チームの作り方が良く
分かった。…３名
・自分の行動、自事業所の組織
状態を把握して改善する事を取り組みたい。…２名
・ビジネスマンが多いスタッフのいる会社にしていきたい。
…２名
・聞く耳を持つ事と受け入れる度量を持つ事で、ビジネスマ
ンへの移行を促す事が出来るということ。…２名
・｢ウハウハ｣ のチームとなるように常に考えながらの習慣
をつけて取り組みたい。…２名
・｢人と人とのつながり｣ ｢人とのかかわり｣ の大切さがとて
も良く分かった。…２名
・リーダーの在り方について勉強になった。…２名
・企業の在り方の基本を見直す事が出来た。…２名
・アイディア、発想力を高めて全体で向上出来るものにした
い。…２名
・組織 IQ と組織 EQ で分析して、具体的な対策を見出したい。
…２名

50代
6
1
7

60以上
1
0
1

不明
0
1
1

合計
42
3
45

◆あなたの役職・業務は何ですか。
経営者・代表者
事業部長 ･ 統括責任者
支配人・マネージャー
コーチ
フロント
その他

6
3
21
13
0
3

・従業員に対する考え方、接し方について再確認出来た。…
２名
・今後に活かしていきたい。
・具体的なアドバイスがあればもっと参考になると感じた。
・組織の力を引き出すため、実習していくチームをつくりた
いと思った。
・どんな意見でも受け入れる姿勢を持ちたい。
・もう少し会社の空気を感じようと思った。
・リーダー像というもののイメージが膨らんだ。
・リーダーとしてどうあるべきか、どう行動しどう引き出す
かをもう一度考え実践したい。
・｢部下からアイディアのかけらを集める｣ この言葉が印象
に残った。
・出勤してきたスタッフの表情をもっと観察していき、やる
気のある表情にしていきたい。
・ワークショップで自分でも気付かなかった点に気付かさ
れ、考えに偏りがある事を知れた。
・良く体系立てて説明されていた。
・希望として、もっと具体的なツールの説明、シミュレーショ
ン等をやってみたかった。
・学習サイクルの話がなるほどと思った。
・学習する組織に改めてならなければと思う。
・今自分自身が考え取り組んでいる事が間違えていない事を
再確認出来た。
・本を買って読んでみようと思う。
・リーダーが真のリーダーとして機能出来るよう精進した
い。
・こういう機会を利用して長期的に自身の行動を振り返る事
が大切だと思った。
・価値観を育て共有する事、少しずつ努めていきたい。
・キーワードが参考になった。
・女性の目から観た厳しい意見が心良く耳に入ってきた。
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・自分をチェックする、客観的に観る等が参考になった。
・ ｢あいさつはきちんとするがすぐ能面のようになって不気
味。それはお客様にも伝わる。
｣ とおっしゃっていたが、｢形
から入って心に至る｣ という考え方もあると思う。

２．ワークショップ
７つの視点で捉える ｢相手の心に火を燈す｣
リーダーシップ
講師
下田 令雄成氏
意 見：
・具体的で大変参考になった。
…８名
・物事を考える上での７つの視
点が良く理解出来た。…６名
・シミュレーションはとても面
白かった。…４名
・７つの視点で現在の弱い所を
把握出来た。…３名
・７つの視点を意識する事で考
える方向性の幅が広がると感
じた。…３名
・ディスカッションでは色々な意見が聞けて良かった。参考
になった。…３名
・他の人の問題を考える事で自分自身の気付きが大きかっ
た。…３名
・まずは自分から変化する。…３名
・７つの視点に注意して行動していこうと思う。…２名
・継続して勉強していきたい。…２名
・色々な視点から仕事をしていかないといけないと思った。
…２名
・課題解決に繋がった。…２名
・相手の心の声を聞くこと。…２名
・リーダーに必要な事が分かった。…２名
・昨年にも増して難しいワークショップに戸惑った。…２名
・話の進み方が速く、書き留める事が出来なかったのでコ
ピーを頂ければ良かった。…２名
・今後の自身の向上に繋げていきたい。
・ただ単に、リーダーとして能力を高めよう、意識を上げよ
うとするより、７つの視点を意識して接する事が大切と感
じた。
・７つの視点を持つ事で目標が立てやすい。行動計画がはっ
きり出来た。
・ワークショップを通じ、自分は相手の気持ちに鈍感なタイ
プだと気付き、以後気を付けていく事にした。
・多くのリーダーが同じような問題を抱えている事を知っ
た。
・他の会社が行っているアイディアを取り入れ、新しい行動
に移していけるよう頑張りたい。
・周りに影響力のあるリーダーを目指し取り組みたい。
・リーダーシップの原点が分かった。
・アドバイスよりも質問の方が効果的である事を改めて実感
した。
・相手を良く見て、良く聞き、任せ、誠心誠意、熱い気持ち
で向き合うしかない事が分かった。
・ワークショップ形式なので自分の考えをまとめたり、人の
話を聞く力について学ぶ事が出来ると思う。
・自分の悩みを打ち明けた課題に、他の方が同業者としてと
ても温かく感じた。
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・ワークショップを繰り返すと新たな発見があり、今後も振
り返りを大切にしたい。
・コミュニケーション方法について新しいものを得られた。
・テニスコーチとしての知識を活かして、テニス事業者に特
化した内容にアレンジして噛み砕いて教えて頂きたい。
・アイディアカードを社内で実施してみたい。
・チームセッションシートが欲しい。
・人の心に火を燈す難しさを皆で話し合ってさらに感じた。
・コミュニケーションの必要性を感じさせられた。
・意見しやすい環境を作る事に力を入れる事を意識していき
たい。
・｢相手の心を開く｣ という点で、自分が成長する面で足り
ないものを感じる事が出来た。

３．全体について
充分満足：
12名 かなり満足：17名 満足：
10名
まあまあ満足：５名 少し満足： １名 普通：
０名
少し不満：
０名 不満：
０名 とても不満：０名
意 見：
・大変勉強になった。…７名
・学んだ事を現場で実行していきたい。…４名
・いつも再確認、気付きがあり満足している。…４名
・毎年、刺激を受けている。…４名
・他のスクールの方と話す機会が少ないので非常に参考にな
る。…３名
・本当に来て良かった。…２名
・より良い環境作りをしていきたい。
・行動あるのみ！
・火が燈った！
・良い経験となった。
・参加者が積極的に行動していたのが良かった。
・現場に戻ってどう活かすかが大切だと思う。
・リーダーシップについて考える良い機会となった。
・人と人は大切な繋がりを助け合う力を持って、それを活か
していく力を発揮出来れば本当の人となれると感じた。
・人って難しいものですが、個々の個性を見出し協力性を高
めていくのは重要である。
・同じテーマで立場をかえてもう一度やってみたい。
・同年代の方々とコミュニケーションが出来た。
・｢バカな部下を動かす｣ の著者のセミナーを希望したい。
・最後の会長の言葉が心に響いた。
・講義形式よりも実際に手法、具体的な方法を学べる研修が
必要だと感じた。
・スライドに映し出されている内容のプリントが欲しい。
・自らの現状に当てはめた時に、明確なヒントを得るまでに
は至らなかった。

    
第７回 テニスプロデューサー資格認定
講習会＆試験 実施要項
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࠙㹈㹐࣭ᑠ⏣ᛴ࣭ி⋤࣭ᆅୗ㕲 ᪂ᐟ㥐すཱྀࡼࡾᚐṌ㸳ศࠚ

ڦᮇ

᪥㸸ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠍䠍᭶䠍䠏᪥䠄ⅆ䠅䠕䠖䠌䠌 䡚 䠍䠍᭶䠍䠑᪥䠄ᮌ䠅䠍䠒䠖䠐䠑

ཷڦㅮᑐ㇟㸸①Aコース 䠄䝔䝙䝇ᴗ䛻㛵䜟䜛䝁䞊䝏䞉䝣䝻䞁䝖䝇䝍䝑䝣➼䠅
※フロントスタッフからコーチの方まで基本的な事を学びたい方の参加大歓迎です。
②Ｂコース 䠄䝔䝙䝇ᴗ䛻㛵䜟䜛⤒Ⴀ⪅䞉ᨭ㓄ே䞉䝦䝑䝗䝁䞊䝏䞉䝣䝻䞁䝖䝏䞊䝣➼䠅
※将来の支配人を目指す方、経営を勉強したい方などのご参加を歓迎します。

ڦᐃ

ဨ㸸䠍䠌䠌ྡ

䠄ඛ╔㡰䛻䛶⥾ษ䠅

ڦཧຍ㈝⏝㸸①Aコース 基礎編 （テニスプロデューサーⅠ＆Ⅱ資格取得コース）
ཷㅮᩱ䠖㼈㻟㻜㻘㻜㻜㻜㻔䝔䜻䝇䝖௦㎸䠅䚸ཷ㦂ᩱ䠖㼈㻝㻜㻘㻜㻜㻜䠙ྜィ㼈㻠㻜㻘㻜㻜㻜䠄㣗䠍ᅇ㎸䜏䠅
②Bコース 基礎＋シニア編 (シニア･テニスプロデューサー資格取得コース)
ཷㅮᩱ䠖㼈㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻔䝔䜻䝇䝖௦㎸䠅䚸ཷ㦂ᩱ䠖㼈㻝㻜㻘㻜㻜㻜䠙ྜィ㼈㻢㻜㻘㻜㻜㻜䠄㣗㻟ᅇ㎸䜏䠅
③有資格者アップグレード・再受験コース
ཷㅮᩱ䠃ཷ㦂ᩱ䠖䠍⛉┠䛻䛴䛝㼈㻝㻜㻘㻜㻜㻜 䠄᭱㼈㻢㻜㻘㻜㻜㻜䠅
ͤճ࡛ཧຍࡢ㝿ࡣᑐ㇟⛉┠௨እࡶཷㅮྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ణࡋࠊ㣗ࡣู㸧
ࣝࢭࣥࣕ࢟ڦᩱ㸸ᙜ᪥㸣ࠊ㸯Ⴀᴗ᪥๓㸣ࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝᩱ㔠ࢆ㡬ᡝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࢸ࢟ࢫࢺࡣ㏉༷㢪࠸ࡲࡍࠋ㸦㏉㔠ᡭᩘᩱཬࡧ㏉༷㏦ᩱࡣཧຍ⪅㈇ᢸࡋࡲࡍࠋ
㸧
ڦヨ㦂⤖ᯝࡢⓎ⾲㸸ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸵᪥ 㔠 ௨㝆ࠊ㒑㏦࡚࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࢺ࣏ࣥڦ㸸බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏయ⫱༠බㄆࢸࢽࢫᣦᑟ⪅ࡢ᪉㸦ձࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟဨࠊղࢥ࣮ࢳࠊճᩍ
ᖌ㸧㸦⏦ㄳ୰㸧ࡣᮏ◊ಟ࠾࠸࡚ࠊ-7$࡞ࡽࡧ-37$ࡢ◊ಟ࣏ࣥࢺࢆึ᪥㸰᪥┠
ࡘࡁ㸯࣏ࣥࢺྲྀᚓฟ᮶ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⏦㎸᭩㈨᱁✀㢮Ⓩ㘓1Rࢆࡈグධୗࡉ࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊヨ㦂࡛ࡣ࣏ࣥࢺྲྀᚓࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
࡞࠾ࠊ-7$Ⓩ㘓⪅ࡣᙜ᪥ࠊබㄆࢸࢽࢫᣦᑟ⪅◊ಟᐇ⩦άືᐇ⦼ドࢆࡈᣢཧୗࡉ࠸ࠋ
⏦ڦ㎸⥾ษ㸸ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠍䠌᭶䠏䠌᪥䠄ⅆ䠅

䈜䝔䜻䝇䝖䛿䠍䞄᭶๓䛛䜙㓄ᕸணᐃ

 ⏦ڦ㎸ ඛ㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠ ົᒁ
ࠛ ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ ᑠ⏣ᛴ᫂Ᏻ⏣⏕ࣅࣝ㹀㸯
7(/ 
)$; 
85/ KWWSMWLDWHQQLVFRP
⏦ڦ㎸᪉ἲ㸸ᡤᐃࡢ⏦㎸⏝⣬ᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊୖグ⏦㎸ඛࡲ࡛㒑㏦ཪࡣ㹄㸿㹖࡚ࡈ㏦ୗ
ࡉ࠸ࠋ㸦࠾⏦ࡋ㎸ࡳᚋࠊཷ☜ㄆ⚊ࢆ㹄㸿㹖࡚࠾㏦ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸧
࡞࠾ࠊཧຍ㈝⏝ࡣ⥾ษ᪥ࡲ࡛ୗグཱྀᗙ࠾㎸ࡳࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࠙㎸ඛཱྀᗙࠚ

㖟 ⾜ ྡ㸸୕⳻ᮾி8)-㖟⾜ ᪂ᐟ୰ኸᨭᗑ
ཱྀᗙ␒ྕ㸸ᬑ㏻ཱྀᗙ 1R 㸳㸵㸲㸵㸮㸷㸶
ཱྀ ᗙ ྡ㸸බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠

ࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ົᒁ
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2012年
11月13日(火)、14日(水)、15日(木)
ᮇ᪥
ᖹ
ᡂ
㻞㻠
ᖺ
㻝㻝
᭶
㻝㻟
᪥
㻔ⅆ㻕

ᖹ
ᡂ
㻞㻠
ᖺ
㻝㻝
᭶
㻝㻠
᪥
㻔Ỉ㻕



㛫

㹼

ሙ
㆟ᐊ

࣮

࣐

ㅮᖌ㸭ヨ㦂ᐁ

㛤ᣵᣜ

㛗

㹼

ᇶ♏⦅ ㅮ⩏
䛂䝔䝙䝇ᇶ♏▱㆑䛃

ᮾᡞሯᯇཎࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ
ᯇཎ 㞝

㹼

ᇶ♏⦅ ㅮ⩏
䛂㢳ᐈ⟶⌮䛃

⥳ࣨୣࢸࢽࢫ࣮࢞ࢹࣥ
୰ᒣ ⩏

㹼

㞧㈡

᪼

㣗

㹼

ᇶ♏⦅ ㅮ⩏
䛂䜲䝧䞁䝖䞉ၟရ㈍䛃

ᰴ ࣞࢵࢡ⯆Ⓨ
᪂ᇼ ୣ

㹼

ᇶ♏⦅ ㅮ⩏
䛂Ᏻ⟶⌮䛃

ᰴ ࢫ࣏࣮ࢶࢡ࢚ࣜࢺ
㔠⏣ ᙲ

㹼

ᇶ♏⦅ ㅮ⩏
䛂㈈ົ⟶⌮䛃

ᰴ 㟷ᒣ㈈⏘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢫ
ᡂᓥ ♸୍

㹼

㆟ᐊ

➹グヨ㦂ࠕࢸࢽࢫᇶ♏▱㆑ࠖ

ᯇཎ

㞝

㹼

➹グヨ㦂ࠕ㢳ᐈ⟶⌮ࠖ

୰ᒣ

⩏

㹼

➹グヨ㦂ࠕ࣋ࣥࢺ࣭ၟရ㈍ࠖ

᪂ᇼ

ୣ

㹼

➹グヨ㦂ࠕᏳ⟶⌮ࠖ

㔠⏣

ᙲ

㹼

➹グヨ㦂ࠕ㈈ົ⟶⌮ࠖ

ᡂᓥ

♸୍

㹼

ᖹ
ᡂ
㻞㻠
ᖺ
㻝㻝
᭶
㻝㻡
᪥
㻔ᮌ㻕

ࢸ

㣗

㹼

ࢩࢽ⦅ ㅮ⩏
䛂䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛃

ࣀࣥࢻࢫࢸ࣮ࢪ ᰴ

㹼

ࢩࢽ⦅ ㅮ⩏
䛂ປົ⟶⌮䛃

ᰴ ࣉࣟࢪ࢙ࢫࢺ Ᏺᒇ 㐩㞝
㧗ᮌᕤᴗ ᰴ ᖹ 㞝

㹼

ࢩࢽ⦅ ㅮ⩏
䛂タ⟶⌮䛃

㹼 ㆟ᐊ

➹グヨ㦂ࠕ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠖ

㬨ᕢ

ᩔ

㹼

➹グヨ㦂ࠕປົ⟶⌮ࠖ

ᖹ

㞝

㹼

➹グヨ㦂ࠕタ⟶⌮ࠖ

ᰩᒣ

㞞๎

㹼

㬨ᕢ

ᩔ

ᰴ ࢡ࣐ࣜࣖࢫ࣏࣮ࢶࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢬ
ᰩᒣ 㞞๎

㣗

㹼

ࢩࢽ⦅ ㅮ⩏
䛂ேᮦ⫱ᡂ䛃

බ♫ ᪥ᮏࢸࢽࢫᴗ༠
㞧㈡ ᪼

㹼

ᑠㄽᩥ ࠕேᮦ⫱ᡂࠖ

㞧㈡

㹼

㛢ᣵᣜ

㈨᱁ጤဨ㛗

᪼
す

㞞அ

㸨ࢫࢣࢪ࣮࣭ࣗࣝㅮᖌ࣭ෆᐜ➼ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㒔ྜࡼࡾኚ᭦ࡉࢀࡿሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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䛆䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊ไᗘ䛇䞉䞉䞉䞉ၟᶆⓏ㘓῭
タ┠ⓗ㸸ۻᴗ⪅㸦⤒Ⴀ⪅㸧ࡀồࡵࡿඃ⚽࡞ேᮦࢆㄆ
ࡵࡿ
ࢫࢽࢸۻタࢆάᛶࡋࠊ⤒ႠࢆᏳᐃࡉࡏࡿ
ࡀฟ᮶ࡿேࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ᐃ

⩏㸸ᗈࡃ୍⯡ࢸࢽࢫࣅࢪࢿࢫࢆࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ࡛
ࡁࡿேࢆㄆࡵࡿไᗘ

┠

ᶆ㸸ࢸࢽࢫࢆᴗࡍࡿඃ⚽࡞⤒Ⴀ⪅୪ࡧ⟶⌮⪅
ࢆ⫱ᡂࡍࡿ ࠋ㸦┈ࡀฟࡏࡿ⤒Ⴀ࣭⟶⌮ࢆ⾜
࠺ᡭἲࢆᏛࡧ㌟ࡘࡅࡿ㸧

ᑟධ㺰㺶㺍㺢㸸ᮏேࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉ࣭ࢫࢸ࣮ࢱࢫࢵࣉࠊᴗ
⏺యࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉ㸤᥇⏝ࡸ᪼⤥ࡢุ᩿ᮦ
ᩱ㐺⏝࡛ࡁࡿࠋ
㈨᱁ྡ⛠㸸䕺䜶䜾䝊䜽䝔䜱䝤䞉䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊
㸦    㸧
䕺䝅䝙䜰䞉䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊
㸦    㸧
䕺䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊䊠
㸦    Ϩ㸧
䕺䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊䊡
㸦    ϩ㸧
ᑐ ㇟ ⪅㸸 ࢸࢽࢫᴗ㛵ࢃࡿ⤒Ⴀ⪅࣭ᨭ㓄ே࣭࣐ࢿ
࣮ࢪ࣮࣭ࣕࢥ࣮ࢳ࣭ࣇࣟࣥࢺ➼
ㄆᐃせ௳㸸
ձ⌧ᅾࠊࢸࢽࢫ㛵㐃ᴗᚑࡋ࡚࠸ࡿ
ղࢸࢽࢫ㛵㐃ᴗᚑࡢ⤒㦂ᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ
㸦࢚ࢢࢮࢡࢸࣈ㸭㸯㸮ᖺ௨ୖࠊࢩࢽ㸭㸳ᖺ௨ୖࠊࢸ
ࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮Ϩ㸭㸱ᖺ௨ୖࠊࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗ
ࢧ࣮ϩ㸭㸯ᖺ௨ୖ㸧
ճ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢ⪅ࡼࡾ᥎⸀ࢆཷࡅࡿ
㹟㸧ࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㈨᱁ྲྀᚓ⪅

ㄆᐃ᭷㈨᱁⪅䜈䛿௨ୗ䛾ᑐᛂ䛸≉䛜䛤䛦䛔䜎
䛩䚹
ە༠+3-7,$ 1HZV ࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮
᭷㈨᱁⪅ྡ⡙ࢆᥖ㍕ࡋࡲࡍࠋ
ࢺࢫ࢟ࢸەᨵゞ∧ࢆ㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ە᭷㈨᱁⪅ᑐ㇟ࡢຮᙉ᠓ぶࡢཧຍ㈨᱁ࠋ
ە-7,$ദࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡸࢺࢵࣉ࢞ࣥ◊ಟ≉
ูᩱ㔠࡚ཧຍྍ⬟ࠋ
ەᕼᮃ⪅ࡣࠕࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ࠖࣟࢦ࣐
࣮ࢡධࡾྡ่⏝ྎ⣬ࢆᯛ㐍࿊ࠋ
࠙ὀព㡯ࠚ
㸨ࢸ࢟ࢫࢺࡣㅮ⩦㸤ヨ㦂ࡢ⣙㸯ࣨ᭶๓࠾⏦ࡋ㎸ࡳ
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᴗᡤࢆ㏻ࡌ࡚㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᙜ᪥ࡲ࡛༑ศண⩦࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋ
㸨ㅮ⩦㸤ヨ㦂ᙜ᪥ࡣ➹グ⏝ලࢆࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸨ㅮ⩦୰㸤ヨ㦂୰ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᦠᖏ㟁ヰࡣ⏝ྍ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸨ヨ㦂ᚋࠊၥ㢟࣭⟅⏝⣬ࡣᅇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸨᥇Ⅼᚋࡢ⟅⏝⣬㏉༷ࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
㸨ྛ⮬ࡢヨ㦂ྲྀᚓⅬᩘࡣබ⾲࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
㸨⛉┠ẖࡢྜྰࡢࡳⓎ⾲࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

≉ὀ㡯
➨䠓ᅇ䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊㈨᱁ㄆᐃㅮ⩦䠃
ヨ㦂䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸䛭䛾ᑐ㇟㈨᱁䛿䝅䝙䜰䞉䝔䝙
䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊䛸䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊䊠䠃䊡
䜢ㄆᐃ䛩䜛䜢┠ⓗ䛻ᐇ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ྜ᱁せ௳䛻䛴䛝䜎䛧䛶䚸䝅䝙䜰䞉㼀㻼䛿ヨ㦂䛻䛚
䛔䛶ඃ⚽䛺ᡂ⦼䜢䜑䛯᪉䜢ᑐ㇟䛻ḟヨ㦂䛸䛧
䛶䛾㠃᥋䜢⾜䛔䜎䛩䚹䝔䝙䝇䝥䝻䝕䝳䞊䝃䞊䊠䠃
䊡䛻䛴䛔䛶䛿䚸ヨ㦂⤖ᯝ䛻䜘䜚ㄆᐃ䜢䛥䛫䛶䛔䛯
䛰䛝䜎䛩䚹

㹠㸧ᮏࡢㄆࡵࡿ㛵㐃ᅋయࡢ⌮ཪࡣጤဨ㛗࡞࠸ࡋྠ
➼ࡢ⫋ົᑵ࠸࡚࠸ࡿ⪅
㹡㸧ࢸࢽࢫ㛵㐃ᴗࡢ௦⾲⪅➼
մᮏࡀദࡍࡿࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㈨᱁ㄆᐃヨ㦂
ྜ᱁ࡍࡿ
ࠓ ձ㸩ղ㸩ճ㸩մ㸻࡚ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜㄆᐃ
ࡍࡿ ࠔ
㸨ᮍㄆᐃྜ᱁⪅ࡣࢸࢽࢫࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㈨᱁ヨ㦂ྜ᱁⪅
⛠ࠋ
ཷㅮ㸤ཷ㦂㈨᱁㸸ࢸࢽࢫࣅࢪࢿࢫ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿேࠊࡲ
ࡓᚋ㛵ࢃࡿணᐃࡢே㸦Ꮫ⏕ྍ㸧
ㄆ ᐃ ᩱ㸸

㸦ㄆᐃドⓏ㘓࣮࢝ࢻࢆⓎ⾜㸧

᭦ ᪂ ᩱ㸸

㸦㸰ᖺ┠௨㝆ẖᖺ㸧
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テニスクラブ紹介

テニスクラブ
存続のために

都心に近く、有楽町線氷川台
駅すぐの閑静な住宅街にアウ
トドア 10 面（クレー７面と砂
入り人工芝３面）のテニスク
ラブがあります。
開業からこれまでと、相続対
策を含めたクラブの今後につ
いて取材させていただきま
した。

東京都練馬区にある桜台テニスクラブの
新井忠之オーナーをお訪ねしてお話を伺い
ました。
1965（昭和 40）年開業の桜台テニスク
ラブは有楽町線「氷川台駅」より徒歩 5 分、
都心の閑静な住宅街にあります。緑に囲ま
れたクラブハウスの２階から整備の行き届
いた７面のクレーコートと３面の砂入り人工
芝コート、その向こうにスーパー「サミット」
とインドアテニススクール「トップインドアステ
ージ氷川台」からなるビルを見下ろすこと
ができます。
エントランスを入るとデザインされたフロン
トスペースがあり、そこから降りるとロッカ−
室、上がるとメンバーのためのフロアーとな
っています。広々とした窓から入る光に植
物の緑が映えて、とてもおしゃれなクラブハ
ウスです。

桜台テニスクラブ
新井忠之 オーナー
利用したいと実家の父に相談しました。そ
の友人にテニスについて詳しい方がいたこ
ともあり、テニスクラブを始めることになった
ようです。
雑賀：昭和 40 年ということは「テニスブ
ーム」が起きる前に創業されたのですね。
新井：そうですね。昭和 45 年から 50 年
頃にかけて、多くの施設が作られましたが、
当時、多くの方々が見学にいらしたようです。
雑賀：その頃、宅地並みに農地が課税さ
れることになり、多くの農家が転換を計った
時期でした。

おしゃれなフロント

新井：当初はクラブハウスとクレーコート７
面でのオープンだったと思います。
クラブハウスエントランス

新井オーナーを囲んで
雑賀会長、金田広報委員長

新井：メンバー家族以外の 30 代はいらっ
しゃいません。40 代・50 代が割と少なくて、
中心になるのが 60 代・70 代です。圧倒
的に多いです。
70 歳以上の方のために「午前会員」の
制度を作りました。月会費は正会員のほぼ
半額で朝９時からお昼の 12 時半頃までプ
レーできるようになっています。午前中２セ
ットくらいでお帰りになる定年過ぎの方々に、
通常の月会費をいただくのは高いだろうと
いうことでできた制度です。
「平日午前会
員」と「土日午前会員」の 2 種類があります。
金田：高齢者の方々にプレーを続けてい
ただくための素晴らしい制度ですね。
新井：人数は多くはありませんが、大変、
好評をいただいています。

雑賀：こちらは古くからのメンバーが多い
でしょう。

■テニスクラブ開設
金田：こちらのクラブの開設はいつですか。
新井：昭和 40 年です。あと 3 年ほどで
50 周年です。
雑賀：東京都内では東京ローンテニスクラ
ブや神宮テニスクラブはあったと思います
が、民間ではそんなにテニスクラブがなか
ったころだと思います。こちらは練馬・杉
並では一番古いクラブだと思います。
新井：東京オリンピックの頃から、固定資
産税がしっかりと課税されるようになったこと
から、竹藪だったこの土地を造成して有効
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新井：80 歳近い方でオープン当初からの
メンバーが何人かいらっしゃいます。
金田：50 年近く継続しているのはすごい
ですね。ナイター設備はこれまで作らなか
ったのですか。

コート 7 面が横並びに。壮観です。

新井：ナイターはありません。夕方５時半
にプレーが終わります。６時には閉めていま
す。昔と違って、プレーの後、飲む人もい
ませんからあがりが早くなっています。

■テニスブーム頃を振り返って

金田：とても都心に近くの立地ですが、若
いメンバーの方はいらっしゃいますか。

雑賀：貴重なアルバムですね。これが昔
のクラブハウスですか。

新井：古いアルバムをお持ちしました。ご
覧になりますか。

金田：洗練された作りですよね。いつ作ら
れたのですか。

10 周年記念オープン大会

新井：1993（平成５）年です。19 年ほど
経っています。第一種住居地域から第二
種住居地域に用途地域が変更になり規制
が少なくなり、建て替えることにしました。

新井：そうですね。ですから、あと５年く
らいで模様替えをする予定です。クレーは
メンテナンスが大変ですから、砂入り人工
芝にしたいと考えています。私もそろそろ
引退したいですよ。

雑賀昇 会長
アルバムには、ボルグ、クリーク
マッケンロー、コナーズの
懐かしい名選手たち

金田：当時としては、モダンな作りですね。
なつかしい感じがします。
（レンドル、コナ
ーズ、マッケンローの写真を見て）こちら
はセイコースーパーテニスの写真でしょうか。
懐かしいプレーヤーの写真もありますね。
雑賀：当時の新聞記事もありますね。
金田：当時の支配人の方へのインタビュー
記事のようです。「現在、会員は 700 名。
約 300 名の方が入会のためウェーティング
している」と書かれています。

当時の新聞記事
桜台テニスクラブの鈴木岩雄支配人
のコメント「現在、会員は約七〇〇
人ですね。コートはここ（桜台）のほ
かに二ヵ所を合せると、全部で十三
面ありますが、それでも今、約三〇
〇人の方がウェーティング（入会を待
つ）中です。そう、ウイークデーは九
五パーセントが女性。ええ、ほとんど
が家庭の主婦ですね。主婦の皆さん
っていうのは、テニスそのものの楽し
みはもちろんですけど、ここで話し相
手を見つけたり、帰りにお茶を飲んだ
り…と、そういうことにも大きな喜びを
見つけているようですね。夫や子供
が外に出ている間、一人で黙って家
の中にいることは相当の苦痛、ストレ
スの原因になるのでしょうね」

オープン当初のクラブハウス

金田：設計された方のサイトでこのクラブ
ハウスが紹介されていました。部屋の中に
はピアノもあって、テニスの後はこちらでパ
ーティーなどなさるのですか。
新井：この秋にも、バンドを入れたりして、
ビアパーティーをする予定です。メンバー
の中に趣味でバンドをやっている方がいらし
て…。そんな時は、皆さん信じられないく
らい飲みますよ。
金田：それは楽しそうですね。皆さん、お
元気で何よりです。クレーコートをとてもきれ
いに整備されていますね。
新井：荒木田の土を使っています。コート
を掘り起こす時には、新しい荒木田をすこ
し混ぜて使うと出来上がりが違います。もと
もと水 捌けも良い場 所ではありませんし、
砂利などを入れ基礎づくりがあまりしっかり
できていないので、毎年 1 回は掘り起こし
てメンテナンスをすることにしています。

新井：このクラブハウスは私の友人が設計
してくれました。

新井：設計を見直し、クレー７面を砂入り
人工芝に変える予定です。クラブハウスも
多少ですが手を入れます。完成した際に
新たにメンバーを募集し直します。ですから、
今は短期会員にして５年後のことをお話し
て、ご理解いただいてから入会していただ
くようにしています。
砂入り人工芝なら誰が経営してもそんなに
差が出ません。確かにクレーはプレーする
には良いのですが、メンテナンスに人手も
コストも掛かります。
金田：こんなクラブでプレーができるだけで
素晴らしいことです。５年後、クレーから
砂入り人工芝になってもテニス事業を続け
ていただけるのですよね。
新井：もちろんです。その先もやっていく
ために準備していきます。
金田：素晴らしい。ありがとうございます。

雑 賀：毎 年 掘り起こしているのです か。
新井さんも日常のコート整備をなさるのです
か。
新井：バイクに乗って整備をしています。
金田：水を撒いたりもするのですか。
新井：水は一切撒きません。ホースで水
を撒いても、表面が乾いてパサパサになっ
てしまいます。それより、にがりを入れるよ
うにしています。

取材の様子

■クラブ存続のための取り組み
金田：３面の砂入り人工芝コートがあるあ
たりに、新井さんが生まれ育ったご自宅が
あって、練馬区の重要文化財に指定され
るような建物だったとお聞きしておりますが。

ちなみに、同テニスクラブの料金は、
入会金が正会員一〇万円、家族会
員八万円、平日会員四万五〇〇〇円、
ビジター一五〇〇円ナリ。月会費が
正 会 員四五〇〇円、平日会 員四〇
〇〇円とか。

■テニスクラブの５年後

金田：５年後はどんなことを計画されてい
るのですか。

新井忠之オーナー

金田：７面とコートも多く、メンテナンスは
大変ですね。

新井：私が 17 歳の時に、昔の茅葺き屋
根の家を壊して立て替えました。それから
私が 60 歳の時にその家を壊して、今のサ
ミットのビルにしました。
金田：大胆ですよね。
新井：今のようなビルにするまでに計画段
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階から５年ほどかかっています。昔からの
見慣れたものがなくなるのは淋しいものです
よ。だからといって、そのままにしていては、
相続などで持って行かれてしまいます。そ
れを阻止するために必要なことでした。

スなどあります。
新井：私のクラブも何もしなければ、敷地
の半分くらいはなくなってしまいます。それ
を阻止するために準備を進めて来ました。
桜台テニスクラブでは、代々受け継がれ
てきた土地を守り、テニスクラブを今後も存
続するため、個人から会社組織に変更し、
計画的且つダイナミックに対策が進められ
てきました。

クラブハウス１F フロアー

雑賀：地下と１階をサミット、２階は共同駐
車場、３階はトップインドアステージ氷川台
があるビルになっています。新井さんは桜
台テニスクラブを今後も存続して、テニス
事業を続けることを考え対策されて来まし
た。
金田：先々まで考えて計画されたというこ
とですよね。

ギャラリーには絵がいっぱいです

テニスクラブ関係者にとって、生前からの
相続税についての事前対策が非常に重要
です。避けては通れない問 題ですので、
十分な対策を検討する必要があります。
お忙しい中、取材にご協力いただき、貴
重なお話をいただきました新井オーナーに
感謝申し上げます。また、お世話いただき
ました桜台テニスクラブのスタッフの皆様に
お礼申し上げます。
ありがとうございました。

新井：この辺は土地の評価が高いので、
少し持っているだけでも、相続対策なしで
は大変なことになります。
取材：雑賀会長、広報委員 金田、丸山

雑賀：新井さんはしっかり準備をなさって
いますが、準備のないオーナーは大変なこ
とになってしまいます。

新井オーナーのギャラリー

ネパールの絵師の作品

新井オーナーはこの仕事に就かれる前
は、広告代理店にお勤めでした。27 歳頃、
体を壊され退職。それからニューヨークで
2 年ほど皿洗いやウェーターをやって働き、
お金を貯め、南米 → ヨーロッパ → アフリ
カ → アジアを 5 年程バックパッカーとして
旅をされたそうです。日本に居ては味わう
ことのできない、人生観を変える旅だった
ことをお話をされていました。
音楽と酒と絵を趣味とされるオーナーの
男の隠れ家的なギャラリーにもネパールの
絵師に書いてもらった絵画やご自分で描か
れたものなど相当数の絵が置かれています。

金田：それこそ、相続などで土地を持っ
て行かれてなくなってしまいますよね。
新 井：亡くなってからでは相 続 税もあり、
建てることは難しくなりますから、お父さん
が元気なうちにインドアを作ったりして、対
策されたほうが良いですよね。
息子を社長にして新しく会社を作って、
お父さんが土地を貸して、息子の会社が
建物を作るという形にするのが良いと思い
ます。会社組織にしなかったら、存続させ
るのは難しいでしょう。うちのコートもすでに
会社名義になっています。

桜台テニスクラブ
〒176-0002 東京都練馬区桜台 6-4-1
TEL：03-3993-1829 FAX：03-5350-3650
営業時間：9:00 〜 17:30（月曜定休）
アクセス：有楽町線「氷川台駅」より徒歩 5 分
施設：クレー 7 面、砂入り人工芝 3 面（アウト 10 面）

クラブハウス 2F フロアー

金田：将来どうなるかはわかりませんが、
今ある制度の中で出来ることを最大限やっ
ておくことが大事ですよね。
新井：思う通りにはならないかもしれません。
けれど、ある程度は安心できます。
雑賀：コンサルタントの試算では、２面し
か残すことができないと分かって、相続対
策としてインドアコートを建設されてきたケー
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左からクラブハウス、クレーコート 7 面、オムニコート 3 面の全 10 面。
駐車場を挟んで、右のビルはスーパーサミットとインドアテニスコートと
なっています。

「よし！俺はやったる！」という思いから、
会社のある世田谷から銀座まで毎日歩い
て営業し、軒並み学校や役所に飛び込む
毎日でした。

JTIA を応援いただく 賛助会員企業 ご紹介

何も知らず、はじめて営業に出た初日、
三軒茶屋の学校で校庭を作る仕事を受注
することができたとのこと、当時の様子を振
り返って「やりだしたら、できるものですよね。
もう 50 年近くも前の話ですが、私は命を
掛けていました」とニコニコと笑顔でお話
しをされる長谷川会長はまさに強運の持ち
主です。

長永スポーツ工業
株式会社
代表取締役会長
長谷川泰造

雑賀会長と金田広報委員長

■長永スポーツ工業の創業
長永スポーツ工業株式会社は日本にお
けるスポーツ施設の設計、施工分野の最
先端の企業です。
今年 15 回目を迎える有明テニスの森で
の「テニスの日有明イベント」の草創期は
13 団体が集まり、推進協議会が２年間に
渡り開かれました。
長谷川泰造会長には日本体育施設協会
の屋外施設部会の部会長として、第一回
の会合から委員として参加いただきご尽力
いただきました。また、毎年のイベント開催
にはスポーツドクターの派遣や多くの社員の
皆様による大会運営のサポートをいただい
ております。
長年、日本テニス事業協会の活動を特
別賛助会員として応援をいただいてまいり
ましたことに深く感謝申し上げます。
今回は、長永スポーツ工業株式会社を
ご紹介させていただくため、世田谷の本
社ビルをお訪ねし、長谷川泰造代表取締
役会長、後藤正臣専務取締役のお二人
に創業からの歩み、仕事へのこだわりつい
てお伺いしました。

同心会遠山病院に臨床検査技師として勤
務されていました。
長谷川体育施設株式会社創業者の兄
が突然、病気に倒れ、余命わずかという
病状になったことから、急遽上京されました。
1965（昭和 40）年のことでした。
「もう、俺はあかんと思うから、助けてくれ。
会社を引き継いでくれ」という兄の言葉に
「自分は医 療の道で生きてきたのだから、
今さらそれは出来ない」と一度は拒んだも
のの、強い熱意に白衣を脱ぎ、長谷川体
育施設株式会社に入ることを決意しました。
病院の上司や先輩、仲間達からは「馬
鹿なことはやめておけ！お前に出来るわけ
がないだろう」と強く反対されましたが、そ
れを遮っての決断でした。

医療の世界からの転身後数年、長谷川
体育施設株式会社の創設者である兄の容
体も奇跡的に回復したことから退職され、
1969（昭和 44）年、長永スポーツ工業
株式会社を起業。
当時、社員も少なく、時にはリヤカーを
引っ張り作業され、時にはネクタイを締めて
営業と、あらゆることをご自身でやり、会社
を軌道に乗せ、その後、富士市営陸上競
技場、首都大学東京運動場、浜北市明
神池野球場、平塚市営野球場、武蔵野
市営陸上競技場、鈴鹿スポーツガーデン
テニス場等、数え切れないほどの施設を
施工。ノウハウと経験を生かしてスポーツ
施設建設の第一人者としての地位を確立
されてきました。

これを機に医療を通じて人助けをするこ
とから、スポーツ施設の設計・施工を通じ
て健康づくりを応援する仕事を歩むこととな
ります。
後藤正臣専務

■運動場の「どう」は道場の「道」
長永スポーツ工業の技術を支える、後
藤正臣専務取締役にコート作りについてこ
だわりをお話いただきました。
長谷川泰造会長

取材の様子

■医療の道からの転身
長谷川会長は三重大学医学部の細菌
学教室で学び、三重県の特定医療法人

■よし！俺はやったる！
白衣を着ていた頃の仲間達からの「早
く戻って来い！」と声が掛かる中、病気の
兄を助けたいという一心で長谷川体育施
設株式会社に入社。

荒木田は粘土質の固い土ですので、リ
ヤカーや一輪車で小分けにしてコートに運
び、鋤簾（じょれん）という鍬の様な道具
を使って、粉のように小さく砕きながら、コ
ート全体に 2 センチから 3 センチの厚みで、
薄く敷き詰めます。ブルドーザーのようなキ
ャタピラのある重機で押しても、ズルズル滑
って、細かな仕 事はできません。そして、
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コートを掘り返し、細かく土を砕いて、それ
をトンボで慣らして、手引きのローラーでコ
ロコロと何回も転圧を掛けます。丁寧な仕
事をすれば非常に良いコートができました。
今は機械も重いので一気にやろうとしま
すから、後からヒビが入りやすいです。テ
ニスコート作りは非常に神経を使います。
私達はいろんなフィールドを作ってきました
が、コート作りは特に高い技能が必要です。
今は全天候化され砂入り人工芝などが
主流ですが、何でもかんでも機械化する
のではなく、荒木田のコート作りで培った技
能とハートを活かして全天候コートを作らせ
ていただいております。
昔、どうしても荒木田のコートが欲しいと
依頼があり、三重県の学校で施工したこと
がありました。その時の指導されていた先
生が、運動場の「どう」は「動」でなくて、
道場の「道」だとおっしゃっていました。
日々、施工技術は進歩してきていますが、
心を律して施設を利用される皆様のニーズ
にこたえ、心のこもった仕事をさせていた
だくことが私達、長永スポーツ工業の原点
です。
今回の取材を通して、心のこもったスポ
ーツ施設が人々の健康に貢献するとの強
い信念を感じました。
今後の長永スポーツ工業株式会社の
益々のご発 展をお祈りいたします。また、
末長く日本テニス事業協会にご協力を賜り
ますようお願いいたします。

長谷川泰造会長の経歴
1928（昭和 3）年 9 月
三重県津市にて、警察官の父と宮司
の娘の母の間に八人兄弟の五男として
生まれる。
1950（昭和 25）年 4 月
三重大学医学部付属病院遠山内科臨
床検査室勤務。

1956（昭和 31）年 6 月
第 1 回臨床検査技師国家試験合格。
三重県臨床技術会副会長に就任。
1965（昭和 40）年 4 月
実兄であるスポーツ施設の設計・施工
を営む長谷川体育施設株式会社社長
が病に倒れ、看病のため上京。その後、
兄を助けるため、長谷川体育施設株
式会社常務取締役に就任。

1954（昭和 29）年 10 月
津市永井病院准看護学校にて細菌学
を教えるかたわら、臨床検査室に勤務。 1969（昭和 44）年 2 月
長永スポーツ工業株式会社設立。
1955（昭和 30）年 10 月
代表取締役に就任。
特定医療法人同心会遠山病院に技師
長として勤務。

会社概要

■ 経営理念
安全性

安全で安心してプレーできる施設の提供を。

快適性

快適なプレーができる施設を。

経済性

お客様が納得してご満足頂ける価格を。

耐久性

耐久に優れたしっかりした施設を。

環境

地球や人にやさしい施設づくりを。

■ 企業情報
企業名

長永スポーツ工業株式会社

所在地

東京都世田谷区岡本三丁目 23 番 26 号

建設業許可 大臣 ( 特定 ) 第 9078 号
代表者

代表取締役会長

長谷川

泰造

代表取締役社長

長谷川

信

創立年月日 昭和 43 年 10 月
URL

http://www.choei-s.co.jp/

長谷川会長と後藤専務

■ 支店所在地
お忙しい中、取材にご協力いただきまし
た長谷川会長ならびに社員の皆様に感謝
申し上げます。本当にありがとうございまし
た。

千葉支店

千葉県千葉市中央区祐光 2-7-1 千葉サニータウン 214

静岡支店

静岡県静岡市駿河区西中原 1-4-15 白百合ハイツ 102

中部支店

愛知県名古屋市北区田幡 2-10-12

三重支店

三重県津市あのつ台 4-6-7

取材：雑賀会長 , 広報委員 金田 , 丸山

長永スポーツ工業株式会社により施工された富士市営陸上競技場（静岡県）
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クラブ部会報告

2012年度

クラブ部会・１泊研修会
クラブ部会長

宮古

昌

開催日時：平成２４年７月４日〜５日

気を揉みましたが、皆さんコート整備を完璧に済ませ、

研修場所：エストーレホテル＆テニスクラブ

集合時間的には疎らでしたが最終的には欠席者が１人も

千葉県東金市八坂台１−８
【スケジュール】
2012 年７月４日㈬
〜 13：00
13：00 〜 17：00
18：00 〜 20：00
20：00 〜 22：00

無く全員集まりました。この様な後継者がいるクラブは
当分安泰であると感じました。

エストーレホテル＆テニスクラブ
現地集合
懇親テニス 屋外コート（砂入り人工
芝）２面
夕食（ホテルレストラン）
情報交換会（ミーティングルーム）

「クラブ部会の今後の活動について」
2012 年７月５日㈭ 朝食（ホテルレストラン）
７：00 〜 ９：00 ２日目は基本自由行動
９：00 〜 12：00 懇親テニス 屋外コート（砂入り人工
芝）１面

懇親テニスは、技術レベルがコーチクラスから初心者
レベルまで混在しており珍プレー・好プレーが連続し懇
親を深めました。この２日間は天気が良すぎて気温が高
く熱中症などの心配も有り、ゲーム進行も６ゲームではな
く４ゲームマッチの促進ルールを採用し注意深くプレー
を楽しみました。この方法はクラブでも使っているのか
聞いてみましたが、それぞれのクラブで会員さんは促進
ルールは使わないとの事で今回のみのローカルルールと
いう事でしたが４時間みっちりプレーを楽しみました。
情報交換会は、昼間からのテンションで突入し活発
な意見交換場となりました。抜粋した意見は以下の通り

エストーレホテル＆

となりました。①１泊研修会は今後も必ず継続する。②

テニスクラブさんは千

女性の会員も参加しやすい方法も検討する。③クラブ経

葉県テニス事業協会の

営の事例発表会を開催する。等々意見が出ましたが、み

メンバーであることか

んなが同じ方向へ向かって行動する事の重要性を再認識

ら今回は千葉県テニス

させられました。

事業協会にご協力をい
ただき、砂入り人工芝
コート２面と宿泊・懇
親会・情報交換会の会場の手配をお願いしました。今回、
夕食も懇親会もクラブ側からの大サービスを受け大変満
足いく素晴らしいメニューで、宿泊した各部屋もリゾー
トホテル構造のしっかりしたものでした。
研修日前日の７月３日の夜は雨天でしたので、クレー
コートを保有しているクラブからの参加者は、クレー
コートの整備が終わらないと当然参加出来ないので大変
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マネージャー部会報告

第 4 回マネージャー部会開催報告
マネージャー部会長
まだ残暑も残る 8 月 30 日（木）にテニス事業協会会
議室において、第４回目のマネージャー部会を開催しま
した。今回はこれまでの部会と大きく趣を変え、テニス
スクール業界をリードする２社の代表取締役社長にご講
演いただきました。テーマは「社長の私が想うマネー
ジャーの在り方」についてです。大変貴重なお話が聞け

正好

そして「継続し続ける」 さらに出来る人は 20％。だか
ら成功者は４％だけ。
「行動」し「継続」し続けなければ、どんな話を聞いて
も意味がない！
冒頭に強く釘を刺され、行動あるのみと痛感したのは
私だけだったでしょうか？

るとあって、当日は 40 名余りの参加があり、心に染み

大西社長は自社の今日の成功をこう話されました。
「従

渡る熱いメッセージに参加者全員が傾聴していました。

業員の成長と幸せを第一に考えやってきた結果、最近よ

まず㈱レック興発 代表取締役社長の新堀様からお話

うやく、それが業績に現れてきた。従業員の満足度を上

をしていただきました。学生時代のアルバイトコーチか

げ成長させるためには…」

ら始まり、数々の難局を乗り越えてきたマネージャー時

・話を聞いてやらせてみる。参画意識を持たす。

代、そして今日の社長業に至るまでの体験談を、いくつ

・褒めて「ありがとう」の感謝の言葉を伝える。

かのエピソードを交えて楽しくお聞かせいただきました。

・頑張ったから感謝するのではなく、感謝するから頑

その中で特に心に残った言葉をご紹介します。
・良いお店は良いアルバイトを多く抱えている。
・そしてスタッフの参画意識が強い。

張ってもらえる。
・時には上も弱みを見せる。そうすると心から助けて
くれる。

・仕事は演じ、やり続ける物。

・トップや社員はアルバイトを如何に輝かせるか。

・トップは目配りと気配りが大切。

・人を大切に想い、どれだけ手をかけるか。

・そして愛のある優しさと厳しさを。

大西社長が従業員を何よりも大切に思い、信頼関係が

・悪いことはすぐ報告させる。

しっかり築かれている事がひしひしと伝わってきました。

・トップは熱くなれ。その熱さを回りに移していく。

そして部会後の参加者からのアンケートでは

・熱い気持ちを伝えるには接触回数を増やすこと。

・コーチから叩き上げの新堀社長のお話、胸にスッと

・店のトップ（マネージャー）は会社のレギュラー。
・問題は我にあり。
自分次第で状況を変えることができる。チームのトッ

入ってきました。
・大西社長の熱いお話に圧倒されました。理想の経営
と感じました。

プが動けば全ては変わる。
『問題は我にあり』この言葉

・最近悩んでいましたが、良いヒントを頂きました。

を肝に銘じて、私自身も行動しようと思いました。

・自分には耳の痛いところも多々ありました。

この後、質疑応答の時間もありましたが、あっという
間の 1 時間半でした。
続いてノアインドアステージ㈱ 代表取締役社長の大
西様からのお話でした。初めから圧倒的な迫力で、まる
で我が子に、自社の社員に話すように最後まで参加者へ

・すぐ行動に移したいと思います。
・参加できて良かったです。
・また社長のお話を聞ける機会を作って頂きたい。
など
今回、大変お忙しい中ご参加いただきました皆様、本

熱く語っていただきました。「社長もマネージャーも、

当にありがとうございました。お二人の社長からの熱の

チームのトップということでは同じである。だから、社

こもったお話を聞けたことで、心の底から刺激を受け、

長としての自分の哲学や行動を今日は伝えたい」とおっ

同時に明日からの元気と勇気をいただけたと思います。

しゃっていました。

部会後の懇親会へも 30 名を越える方々が参加され、会

まず、成功者になるには…。
「知らない」ことを「知る」 これはそんなに難しくはな
い。
「新しく行動する」 これがなかなか出来ない。出来る人
は 20％しかいない。
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曽根

社を超えた多くの交流がありました。今後も、5 名の副
部会長とともにマネージャー部会の方向性を探り、実り
多い部会を開催していきます。次回マネージャー部会は
12 月 11 日
（火）
を予定しております。多くの方のご参加、
お待ちしています。

第４回マネージャー部会
会

場：公益社団法人日本テニス事業協会 会議室

期

日：平成24年８月30日（木）

アンケート結果
◆性別と年代をお答えください。
男
女
不
合

性
性
明
計

20 代
4
0
0
4

30 代
8
1
0
9

40 代
5
0
1
6

◆事業所における中心的な営業形態は何ですか。
クラブ
スクール
レンタル
その他

3
20
0
0

◆この研修会を何で知りましたか。
郵送による案内
FAX による案内
ホームページ
会社からの案内
その他

10
1
4
7
1

１．講演に関する感想をお聞かせください。
講師
新堀
丘氏

50 代
2
0
0
2

60 以上
0
0
0
0

不明
1
0
0
1

合計
20
1
1
22

◆あなたの役職・業務は何ですか。
経営者・代表者
本社・本部勤務
支配人・マネージャー
コーチ
フロント
その他

2
3
9
9
0
0

◆この研修会に参加しようと思った理由は何ですか。
内容が気に入った
講師が気に入った
研修ポイントの対象だから
会社の指示
その他
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9
1
2
1

いた。
・スタッフの力が重要であり、
その接し方が理解出来た。
・今日のお話を活かして行動していきたい。

意

見：

・マネージャーとしての資質について様々な ｢キーワー

・大変な状況をいかにして切り抜けてきたか。経験を踏
まえたお話で為になった。参考になった。…５名
・｢問題は我にあり｣ と自身に言い聞かせる。…３名
・スタッフとの接触回数が少ないと気持ちは伝わらない
という事を再確認した。…３名
・｢問題は我にあり｣ という言葉が印象に残った。…２
名

・会社の立場や自分のテニスマネージャーとしての立場
を明確に思うこと。伝えること。
・｢支配人はレギュラーメンバーである｣ という言葉が
印象に残った。
・新堀氏の熱い気持ちにとても感動した。
・自分の目指すべき姿を考えて取り組んでいきたい。

・自身の原点と行動を見直す事が出来た。…２名
・同じコーチ出身から社長になられたという事でとても
親近感を持てた。…２名
・自分がマネージャーである為に ｢やり続ける意思｣ ｢強
い意思｣ を持つ事が大事だと再確認した。…２名
・熱くなる事についてとても響いた。胸にしみた。…２
名
・ 魂の結びつき

ド｣ を頂いた。

・昔と今の違いを感じながら、今必要な事や現場の意見
を聞き入れ大切にされている事にすごさを感じた。
・マネージャー（リーダー）は心が大切！
・アルバイトからマネージャーまで上と下の気持ちを良
く考えられてる方だと感じた。
・内省をより心していこうと思った。
・｢心を伝える｣色々な方法を考え実行していこうと思っ

を全スタッフと出来るように取り組

みたい。
・｢問題は我にあり｣ は分かってはいるがそう出来ない。
・従業員を知り関心を持つこと。今一度スタッフと話を
して継続していきたい。
・新堀氏の独特な言いまわしやお話で新しく聞かせて頂

た。
・リーダーの育て方、考え方が良く分かるお話だった。
・｢単品管理｣つまり個別指導であったり、
スタッフ
（コー
チ）の個別指導でもあると思った。
・｢演技する事が必要だ｣ が印象に残った。
・リーダーの言動には一定以上のレベルが必要だが、地
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のままで出来る人間は少ない。

・非常に多くの勉強、
努力、苦労をされて現在の形を作っ
た事が伝わってきた。

講師

大西

雅之氏

・自分は自社の社員にどう接しているのか改めて考えさ
せられた。

意

見：

・熱い思いがとても伝わった。圧倒された。…６名

・｢感謝｣ する事、｢行動｣ する事の大切さを感じた。
・失敗してもやり続ける熱意がないとダメだと学んだ。

・従業員満足がお客様満足に繋がるという事を改めて考
えさせられた。…４名
・従業員への熱い想いがとても伝わる講演だった。…３
名

２．今回の部会に参加されて感じた事、得られ
た事、今後やってみたい事がありましたら
お聞かせください。

・｢従業員を大切にする｣ 小学校の時に習い当たり前だ
と思っていた事がなかなか継続して出来ていないと

意

思った。…３名

・即実践したい。…４名

・明日から実践しようと思う。…３名

・共通して ｢行動する事｣ が大事だと思った。…３名

・話のテンポの良さ、パワーのある話し方に感心した。

・スタッフを大切に想うこと。向き合うこと。…２名

…２名

・とても参考になった。

・部下を行動させるためのヒントを頂いた。…２名

・自分の為になった。

・全員のアイデアを聞く、夢を聞く場を持とうと思った。

・とても貴重なお話で、また耳の痛い所も多々あった。

・従業員のフルネーム自信がありません。

・想いはあっても ｢行動｣ していない、ここにつきる。

・関心を持ち信頼関係を深めていきたい。

・とても刺激を受けた。

・４％になれるよう継続行動をしたいと感じた。

・参加出来て良かった。

・理想のスクール経営と感じた。

・また ｢社長｣ のお話を聞ける機会を作って頂きたい。

・人を大切に、自分の弱みを知ってもらいながらお互い

・情熱を持って接し一歩ずつ行動していきたい。

成長出来るチームを作りたいと思う。
・｢頑張ったから感謝するのではなく、感謝するから頑
張る｣ という言葉が印象に残った。
・感謝の言葉を伝えていく事から始めていきたい。
・現場の意見を取り入れる姿勢や想いを感じ、自分もそ
のような熱い想いを持って仲間に接していこうと思っ
た。
・とにかく思ったら行動。スタッフへの気遣いなど勉強
になった。
・これまでの経緯からの経験を踏まえ、なぜ従業員を大
切にするという事が大切かというお話を聞けて良かっ
た。
・｢従業員を幸せにする｣ 事の意味は深い。
・自分自身の心の問題だったのではと感じた。
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見：

・従業員と一人一人メールで ｢今週の目標｣ みたいな事
を ｢継続｣ してみたいと思う。
・スタッフをもっと知りマネしていきたい。
・個々のレベルアップや幸せになってもらう為に、数字
だけでなく従業員にもっと目を向けていこうと思っ
た。
・人を雇用する大変さも感じたが喜びをとても感じた。
・将来、会社をどうしたいのかを考え行動していきたい。
・異業種のマネージャー講習など。
・会長の体験談 ｢上司とのコミュニケーション｣ につい
ても参考になった。
・成功している人の話を聞く事が自分への振り返りにな
り、もっともっと勉強しなければならないと思った。

text
コーチステップアップアカデミー

報告

第 5 回コーチステップアップアカデミー
当日アンケート回答一覧
参加者情報とアカデミーに参加しての意見
日
時：平成24年６月11日（月） 会 場：有明コロシアム 講 師：小浦 猛志氏
テ ー マ：『12〜14才・16〜18才、シーズン中に伝えるモノと試合で習得するモノ!!』
眼と機能の協調、協応性フットワークとは何か？
参加者数：74名 アンケート回収：68名
【性別】

性別
男性
女性

性別

64
4

ዪᛶ
㻢㻑

【役職】

役職

経営者
支配人
ヘッドコーチ
サブヘッド
チーフコーチ
ジュニアヘッド
コーチ
不明

3
6
10
0
9
2
24
20

【何で知ったか】

何で知ったか

郵送
会社から
Ｅメール
HP
FAX
その他

18
36
13
0
8
7

内容
講師
会社の指示
その他

42
39
7
2

【参加の理由】

参加の理由

⏨ᛶ
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■眼・視覚について
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䝦䝑䝗䝁䞊䝏
䝃䝤䝦䝑䝗
䝏䞊䝣䝁䞊䝏
䝆䝳䝙䜰䝦䝑䝗
䝁䞊䝏
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何で知ったか
䠢䠝䠴
䠤䠬
㻝㻜㻑
㻜㻑
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㻤㻑 㒑㏦
㻞㻞㻑

㒑㏦
♫䛛䜙
䠡䝯䞊䝹
䠤䠬
䠢䠝䠴
䛭䛾

䠡䝯䞊䝹
㻝㻢㻑
♫䛛䜙
㻠㻠㻑

参加の理由

※複数回答あり

【今回のアカデミーに参加して、得られたこと、現
場ですぐに活かせるもの】

ዪᛶ

⏨ᛶ
㻥㻠㻑

♫䛾ᣦ♧
㻤㻑

ㅮᖌ
㻠㻟㻑

䛭䛾
㻞㻑
ෆᐜ
㻠㻣㻑

ෆᐜ
ㅮᖌ
♫䛾ᣦ♧
䛭䛾

・眼の機能の向上という視点で選手を見ることで、今ま
で見えていなかったことが見えてくる。
・眼の動きで体本来の「構え」をジュニアに指導できる

・ボールの見方、構えた時の姿勢。今までは眼のトレー

ことが分かった。また、ジュニア本人もなぜ、正しい

ニングは意識していなかった。取り入れて行きたい。

構えが必要なのかが理解しやすいと感じた。

・「ボールを見る」という言葉はよく使っていたが、見
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方を変えないといけないと思った。
・視覚に関して学べた。ボールの色を変える等、早速実

・腱反射
・ポジションの入り方

践していきたい。
・眼を鍛えるトレーニングや空間認識能力を鍛えるト
レーニング」が参考になった。

■気持ちについて
・ジュニア選手のモチベーションを引き上げる方法

・ボールを見る→ワンバウンドの位置を予測する。
・空間認識の確認（指差し）の重要性・伝え方×２

■呼吸

・ジュニアの強化・育成について、フォームなどよりま

・呼吸（はくこと）

ずは眼という観点から入ることで成長につながってい

・呼吸の使い方

くこと。
・年齢の高い方にも眼に関するトレーニングを導入して
さらにレベルアップさせることができるのでは。

■ドリルについて
・ボールに色づけして狙わせるドリル

・リターンの視機能トレーニング

・ボールキャッチ

・追跡視の重要性× 2

・眼の練習

・眼の使い方や空間認識のトレーニングは子どもが楽し

・キャッチボール・方向を指差してから球出し・追跡し

んで取り組めるものなので、レッスンに導入する。

ていく。

・トレーニングに「眼」を使うことを取り入れる。

・ボール出しの時、追跡の眼を意識させてアドバイス。

・スイングばかりコーチングするのではなく、眼の動き

・ドリルのボールの中に色で印をつけたものを入れる。

を向上することもあわせて取り入れる。
・サーブでの目線の置き方
・眼の大切さを伝えること。

・眼と手のコーディネーションドリル
・ボールを見過ぎないようにする→高い打点でとらえる
練習法

・眼の機能性をあげる実際の練習内容
・眼のトレーニング

■感想・その他

・ストローク、サーブ等で眼の使い方を意識させる。

・レッスン、自分の技術向上に活かせる。

・眼球トレーニングをジュニアに取り入れたい× 2

・ボールをよく見ろと言っているが、
今回見方を習えた。

・サーブのトスアップ時の視点をスムーズに移す。

・眼の話はとても参考になった。レッスンに取り入れ、

・眼の動きをチェックして、最初の一歩の動きを好く出
来ること。

また、自分のトレーニングにも活かしたい。
・今まで、
眼の動きという部分には着目していなかった。

・眼と構えの関係

レッスンドリルやメニューを考える前に、根本となる

・視覚の強化による即効性のある能力アップメソッド。

身体の使い方、眼の動きについて大変勉強になった。

・ボールを打つ以外でできる様々な器具を使った視覚ト

・まず、自分自身がボールを打つ意識を変えていき、そ

レーニング。
・ボールを使った眼のトレーニングをジュニア一般で取
り入れる。
・「追跡視」や「空間認識」を意識した練習メニューな
ど現場で活かしたい。
・トレーニングは眼と身体を協調させて行わなければ効
果としては薄いという事。

の上でジュニアに伝えていきたい。
・ラケットワーク、
フットワークだけでなく、
眼のトレー
ニングが必要だということが分かった。日々のレッス
ンに導入していく。
・球出し練習、ゲーム形式など、ボールに対してどのよ
うに意識を持たせるかの重要性をすぐに現場で導入す
る。

・眼の機能についてレッスンで使っていく。

・イメージの共有

・瞬間視

・テニスに関して、眼の大切さがよく分かりました。細

・眼と身体の関係

かいドリルも紹介していただいたので、ますはスタッ

・ボールに対する視線の置き方

フでの共有、それから生徒に伝えていく。

・スポーツビジョンとパフォーマンスの関係

・デモンストレーションやアドバイス、矯正法が的確
で、自分がまだまだ知らないことがたくさんあると感

■フットワーク・姿勢について
・足の裏に眼があるようにフットワーク
・パワーポジション×２
・姿勢について
・構えの徹底

22

じた。
・子供の選手を見る上での注意点など、現場で活かせる
内容が多かったです。
・眼のテクニックは２度目の受講で前回より理解度が深
まった。選手の改善ポイントとして眼に着目して指導

するのもいいと感じた。
・眼の力、物の見方があってこそ、身体の動きがついて
くるのだとシンプルに感じた。
伸びなやんでいる人、マンネリ化している生徒にうま
く伝える。
・タイミングとリズムはバランスがあってのことであ
り、調整することが重要であること。
・いろいろな「見る」
を利用してバランスよくレベルアッ
プさせたい。
・ダブルスのポジション等も眼の使い方を意識するとか
わるのでは？
・眼の大切さ。全ては眼から情報から始まるなど、勉強
になった。
・コーディネーションや小浦プロの指導方法など、とて
も参考になった。
・技術の改善の切り口を視覚に当てている点は生徒の見
方が変わると感じる。
・眼が上手く使えない子供達は多いと思う。

屈が伝えやすくなった。
・動きに合わせた眼の意識、使い方をレッスンでうまく
伝えて行きたい。
・今まで「足を出す」
「打点前」
「準備早く」などアバウ
トな指導が多く、今回のセミナーで「違う切り口」を
感じ取ることができ、指導に活かしたい。
・眼の動きなど、今までレッスンで自分がやっているこ
とが本質とずれていることに気付いた。
・今後、ドリルの中で、ボールの着地点やポジショニン
グ、
空間をイメージして追跡視で打てる眼を育てたい。
・コーチのスキル、知識レベルを上げる為にはすばらし
い内容で、今後指導していく上で役にたつ。スクール
の一般の生徒という視点でいうと、とても難しく、レ
ベルの高い内容の為、どのように伝えるか考える。
・もっと選手のことを細かくいろいろなところを考えな
がら見ないといけないと感じた。
・生徒をもっと細かく見られるようにならなければなら
ない。自分の課題がたくさん見つかった。

・コーチが生徒のどこを見ればよいのか、そして指導の
ポイントが分かった。
・常に生徒に眼と気を配り、導いていく重要性がわかっ
た。
・ストロークを打った時に打点が身体に近い人に対して
どのようにアプローチすればよいか分かった。
・ラケット操作（フォーム）で導くのではなく、考え方

【小浦猛志プロに今後のテーマにしてもらいたい
テーマ】
■打球技術に関して
・サーブ・ストローク・ボレー、各ショットの身体の使
い方×４
・基本技術

や見方で導く意味合いや言い回しで導くところがとて

・レベルを問わない基本

も参考になった。

・ボールに力の伝え方（初心者）

・ボールの見方、ポジションと視線の関連性、呼吸の仕
方など現場で活かしたい。
・眼からくる情報が大事なのは理解していたつもりだっ

・下半身と上半身の連動、使い分け
・骨盤の使い方
・体軸とラケッティング

たが、こんなに深くて濃いということにびっくりした。
・視機能の必要性、重要性を非常に感じた。それをいか

■スクールレッスンに関して

に一般スクール生に伝え、プレーに繋げていくか、今

・ゲームクラスのレッスンメニュー

後勉強を重ねて行きたい。

・13 〜 17 歳の多人数ドリル、フットワークメニュー、

・今日１日聞いたこと全てが勉強になり、今後活かせる
と思う。

トレーニングメニュー等、そして、そのメニューの中
で身体の機能のどこを意識して行うのか×２

・視覚の機能、眼と身体の協調性すべて現場に活かす。

・他人数でのレッスン展開

・全て活かして行く。

・シングルス、ダブルスにおける戦術・戦略×２

・普段やっている練習の本質を知ることができた。

・いろいろなドリルの紹介×３

・眼の訓練をレッスンで取り入れたい。

・キッズレッスン

・眼については、プレーヤーとして、指導者としてとて
も役に立つ。
・時間・空間を理解することのより、テニス技術に対す
る意識が高まり、よりスピーディーに上達できる。
・眼の機能、眼と身体の関係等、とても専門的な話で参
考になった。
・やっているつもり、出来てしまったではなくなぜそう
なのか？
・今回のセミナーを受講して、フィーリングではなく理

■指導法に関して
・初心者に打ち方を教える時に、打ち方をどこまで教え
たらいいのか。自然に打たせる方がいいのか？初心者
にまず何をさせるのがいいのか知りたい。
・今回のような高いレベルの内容を低いレベルのプレー
ヤーに教える手法。
（はじめたばかりの方にこの内容
を伝えようとしても必要性を感じてもらえないため）
・スクールレベルのジュニアの指導ポイント・改善につ
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いて。
・小浦プロの矯正法
・60 歳以上の方へのドリル、上達方法論
・生徒に対するコーチング（選手を導くテクニック）の
種類
・選手の精神状態によるコーチングの使い分け
・矯正法
■トレーニング・その他
・メンタル×９
・戦術×６
・メンタル・モチベーション向上のテクニック
・ジュニアの感情のコントロール
・コーディネーション能力の向上
・知らない事がまだたくさんあるので、どんなテーマで
も参加したい。
・メンタルトレーニング（試合で力を発揮するのは）
・年代別のコーディネーショントレーニング
・前回もやったフットワーク×３
・今回の眼のテクニック×４ （より詳しく）
・考える力、予測する力をどうやって身につけさせるか。
・体力
・トレンドテニス
・ジュニア選手（10 〜 18 歳）
のモチベーションの上げ方、
キープの仕方。
・年間を通しての目標の立て方、作り方
・もっと、タイミング、リズム、バランスについて詳し
く知りたい。×３
・試合に勝たせる為のアドバイス（目の付け所）
・具体的なドリルの前段階で他にも知らなければならな
いことがあれば知りたい。
・選手の保護者との関わり方、移籍問題
・身体の機能
・フェドカップの試合中、様々な場面、状況において選
手にどうアドバイスを行うか、また、その結果。
・考え方の基を教えていただかないとドリルを出しても
意味がないので、その基を今後も提供していただきた
い。
・初心者向けのパワーポジション

つ 1 つ具体的にはっきりとしなかったこと。

・トーナメントの回り方（現在のトップジュニアのトー

今後のテーマというよりは、
「眼の機能」が重要であ

ナメント参加現状について）
・子供たちの集中力を保つ、向上させるような練習方法。

24

・残念な点として、テーマで掲げられていたものが、１

・フットワーク

れば、追求し、具体的に最終的なところまで、計画的
に期間をあけないで行って欲しい。

スジガネ君、テニスを語る

ワンバウンドはアブノーマル
東戸塚松原テニススクール

先日、息子の才能を心配したお父さんの話。幼稚園の

スジガネ君と代筆

松原

雄二

では３回バウンドしたボールを打てた理由は何だろう。

息子さんにテニスをさせたのだが、一番簡単なワンバウ

実は、１回、２回、とバウンドしたら一定のリズムが

ンドのストロークがまったく打てず、がっかりしたとの

感じ取れる。３バウンド目はその延長なのだ。だから、

こと。でもこれ、ちょっと誤解があるのだ。テニスでは

ちょっとリズム感のある子なら面白がって、予想して打

ワンバウンドで打つことが多い。単純に言えばストロー

つことが出来るだろう。このリズムはコーチが教えるこ

クを打つことが圧倒的に多いということだ。だから、た

とも出来る。弾むたびに、コーチが「ポコン、ポコン、

いていの人はワンバウンドが普通の状態だと思ってい

ポコン」と口ずさむ。次に子供たちも一緒に唱える。そ

る。テニスマンにとっては、ワンバウンドがノーマルな

うなれば簡単、
「ポコン、ポコン」と言っていれば、子

のだ。たまにやるボレーはちょっと特殊。もちろん、２

供たちも一緒に遊んでくれる。

バウンドや３バウンドは違反だから問題外。でも、習得
するための理屈で言うと本当は逆なのだ。

じゃあ、ワンバウンド？

テニスばっかりやっている

人はワンバウンド後、どうゆう経路で飛んでくるかをほ

実は最近４才の子達のスポンジボールレッスンをして

ぼ完璧に予測している。
でも、
テニス経験のない人にとっ

いる。ほとんどの子がボレーでラケットに当てることが

て、ボールがワンバウンドの後、どうなるかなんてわか

出来る。本当は半分くらい、
私が当てるのだが。しかし、

るわけがない。子供たちも、３回か４回くらい弾むボー

そんな子でも何回かやっているうちにボールが当たるタ

ルを取ったり打ったりするうちに、やっとボールが最後

イミングを覚え、少しくらい位置が違っても、修正して

のバウンド後、どうゆう風に来るのかが理解できるよう

当てることが出来るようになっていく。

になる。そうしたら、２回のバウンドでも打てる。その

じゃあワンバウンドだとどうかというと、ちゃんとリ
ズムを取って打てる子が６人中１人だけ、ある程度当た
る子がもう１人、かなり難易度が高いのだ。ところが、

次に、最後のバウンドだけでも OK になるということな
のだ。
あなたは、なれないハードコートだったり、意地悪な

転がし合いラリーの途中で３回くらい弾むボールを送る

サウスポーのサーブだったりしても、最初からワンバウ

と、もう１人か２人、当たる子が出てくる。

ンドで大丈夫？

これはどういうことかというと、テニスや野球などで

ワンバウンドはアブノーマルなんです

よ。

は、プレーヤーはそうと意識してはいないが、実はボー
ルを打つのではなくボールが来るはずの位置をイメージ
してそれを打っているのだ。ラケットの動きは、その長
さや重さの問題もあって、力を入れ始めてから、打点の
位置まで動かすのに必ず、それなりの時間がかかる。だ
から、もしも打点をしっかり確認してから振ったら、必
ず振り遅れになる。それを解決するため、プレーヤーは
振り遅れないように打点の位置やタイミングを予測し
て、ボールが来る前にラケットを振り出すということに
なる。だから、ボールがどういう経路で、どんなタイミ
ングで来るか、それがイメージできなければどうにも打
ちようがないのだ。
さて、一番予測が簡単なのは転がってくるボール。一
直線で来るわけだから、位置の予測はわかりやすく、後
はタイミングの問題だけ。だから子供たちもすぐにでき
るようになる。だからこれから始める。これのやや難し
いのがボレーなのだ。
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フロント・ステップアップ・アカデミー

第18回 フロント・ステップアップ・アカデミー報告
フロント部会長

利昌

事業協会会員のみなさまこんにちは、フロント部会の

仲良く一人ではなくみんなで仕事をするようになったそう

杉山です。フロントのみなさん、フロントステップアッ

です。当初、幹部の意見の食い違いによりチームワーク

プアカデミー（FSA）に毎回多数参加頂きありがとうご

が次第に悪くなりその影響がお客様の不安をあおるように

ざいます。

なり、スクール生が増えない、継続率が悪くなるという悪

本年度より副部会長に新しい方を 3 名お迎えし本部会

循環になってしまいます。接客の潮先先生講習でフロント

をさらにステップアップしたいと考えております。第 18

はもっと「ファンを沢山つくりなさい」と言われたことや、

回 FSA では、新副部会長の長谷川雅美（トップインド

環境整備導入等によりフロントの意識が自分からお客様・

アステージ相模大野）
、浜田佳菜（自由ガ丘インターナ

コーチへと向き、お客様・コーチに関わっていくようにな

ショナルテニスカレッジ）
、大園久美子（ノアインドアス

りました。行動するときはお客様を意識する。自分たちか

テージ和光成増）各位に「現場で困っている事、悩んで

ら行動するという自立した行動をするようになりました。

いる事を経験豊富なスタッフに聞く−Ⅱ」と題してそれ

３人目に、
長谷川雅美（トップインドアステージ相模大野）

ぞれがフロントで経験したことを話していただきました。

さんは、
「支配人からフロントに変わって見えた事」と題し

最初に話された浜田佳菜（自由ガ丘インターナショナ

て話しました。フロント歴 22 年 北海道 インドアテニス

ルテニスカレッジ）さんは、
「テニススクールのフロン

センターウイングでフロントアルバイトから支配人にまで

トという仕事」と題して話してくれました。学生アルバ

なりました。いいスクールを作ろうと思ったら、一年に一

イトからスタートして 15 年のキャリアがあり伊達選手

回はシステムの見直しが必要です。難しいシステムをみん

の活躍を TV でみてテニスに興味を持ちフロントの仕事

なで一生懸命に使ってやっています。
時間をとってマスター

を始めました。採用面接の時の先輩フロントが素敵でこ

の整理を行ってください。フロントは具体的に変えたいこ

の人と働きたいと思って五反田のスクールでフロントを

とを提案する必要があります。クレーム対応は、一人で対

はじめます。先輩のひと声で「働きたい」とさせる魅力

応するのではなく別の人（上司）に廻すことによりスムー

を自分もひと声で体験者に「入学したい」と思わせる接

ズに対応出来ます。カリスマフロントはいりません。辞め

客を心がけています。スクールにおいて商品はレッスン

ると影響が大きいからです。基本的には、お客様を思って

です。フロントはテニスにもっと興味を持ち、ふれる機

くれるフロントがいれば大丈夫です。新人のためには、操

会を増やし仕事に誇りを持てるようにしたい。お客様か

作マニュアル、クレーム対応表、満足アップ等をまとめて

ら会いたいと思ってもらえる魅力のあるフロントにした

見せるのがいいです。難しいお客様の対応もまず先輩が見

いそうです。浜田さんは FSA 皆勤賞です。

本を見せることが大事です。３名の方の大変参考になるお

次に、大園久美子（ノアインドアステージ和光成増）さ
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杉山

話を聞くことができました。ありがとうございます。

んは、
「チームワークについて」と題して話してくれまし

今回退任された副部会長の内藤智子（武蔵野テニスシ

た。７年前にフロントアルバイトの仕事を始め２年後に社

ティー）さん・森晴基（モリコーポレーション）さんの

員になります。和光成増校のオープンを経験されます。み

お二人にはこれまでのご協力に感謝申しあげます。これ

んなフロント仕事が初めての人ばかりでしたが、みんなが

からもテニス界で益々ご活躍ください。

Let’s Enjoy Front!
「私の不安を取り除いたスタッフの姿」
スポーツゾーン ジップテニスアリーナ

私はテニスの「テ」の字もわからないまま入社し、今
年で７年目を迎えました。
そして私の勤務するテニススクールは 23 年前に「テ

フロントチーフ

川田

貴浩

まったくテニスのテクニックについてお話しはできま
せんが、お客様の気持ちで話すことはもちろん、聞くこ
とができるようになりました。

ニスハウス ジップ」として町田市に誕生し、「スポーツ

私と同じようにテニス未経験の方がご来場いただいた

ゾーン ジップテニスアリーナ」に生まれ代わって 7 年

際には、不安を取り除き安心してご受講いただけるよう

目。

な接客を心がけています。少しずつですがそんな余裕も

「テニスアリーナと共に歩んで来た」と言いたいとこ

出てきました。

ろですが、実はその間は飲食業などの他事業を任せても

今回、ここでお話しさせていただくにあたり、チーフ

らっておりましたので、未だテニス初心者と言ってもお

就任前のある日のことを思い出しました。私は無意識の

かしくないのが正直なところです。

うちに眉間のしわを寄せていました。すると当時とても

そんな私が今年の４月よりフロントチーフとして就任

お世話になっていたある方が「これからフロントチーフ

することになりました。テニスのルールもよく分かって

としてお客様の前に立つならどんな時でも笑っていなさ

いない自分にチーフとして「何ができるのか」
「何をす

い」と一声かけてくださったのです。普通に考えればご

れば良いのか」。

く当たり前のことですが、私にとってそれは非常にあり

そんな不安を抱きながら迎えた 4 月。お客様がレッス

がたい言葉でした。

ン終了後にフロントスタッフたちと楽しそうに話してい

お客様の笑顔が見たい。スタッフにも笑顔で接しても

るのを目にしました。その会話は専門的なテニスの話し

らいたい。ならばまず私が笑顔でいよう。今は「何がで

ではなく、「先日、葉山に行ったのよ」
「○○に行ったら

きるのか」の１つとして頑張っています。

セールやってたわよ」と日常的なものでした。
今、頑張ってくれているフロントスタッフたちがテニ
スに詳しいかと言えば決してそうではありません。しか
し、お客様はそのテニスに詳しくないスタッフとの会話
を楽しまれているということ。
これは冒頭でもお話ししましたが、飲食業を任せても
らっていた時代となんら変わらないことでした。大半の
お客様は食事をしにご来店いただいているものの、料理
やお酒の話しを聞きにいらしている訳ではなく、その空
間や時間、そしてスタッフとの日常的な会話を楽しまれ
ているのです。そういった意味では、
私は経験者でした。
テニスをしにいらしているんだから、こちらもテニスの
話しをしなきゃいけないと、勝手に思い込み不安がって
いたのかもしれません。
就任して６ヶ月、チーフとして未熟な私は当然迷い悩
むことが多々あります。
しかし、頼もしい仲間に支えられ充実した毎日を送っ
ております。
実はテニスも始めました。
「はじめてクラス」に在籍
しています。
以前よりお客様と話す機会も増えました。
声をかけられることも多くなりました。
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安全管理委員会通信 Vol.14

平成 24 年４月、日本テニス事業協会が一般社団法人から公益社団法人に組織変更になりましたことは皆さんご存知
の通りです。24 年度以降の事業を推進するために協会においては組織変更がなされ、安全管理委員会も、安全委員会
と名称を変更し、テニス事業における安全管理の推進に加え、危機管理についても学び、会員の皆様に提案していくこ
ととなりました。昨年の東日本大震災以来、いたる所で危機管理という言葉を耳にするようになりましたが、安全委員
会におきましては、テニス事業に関わる範囲に絞って現実的な対応策を提案していきたいと考えております。｢人・物・
金・情報・環境｣ 等テニス事業経営の要素に分類し、それぞれについての危機管理（リスクマネージメント）について
皆様にお伝えできればと考えております。会員の皆様方のご意見、ご指導宜しくお願いいたします。

■危機管理セルフチェックシート
あなたの施設は大丈夫ですか？

チェックしてみましょう。

〜人〜
①

理者等）

お客様対応ルールはありますか？（金品授受・勧誘

YES

・

NO

活動・不適切交際禁止等）
YES

・

NO

⑩

社印・銀行印の管理ルールはありますか？（収納場
所・押印責任者等）

②

人材採用ルールはありますか？（採用基準・試用期

YES

・

NO

間設定等）
YES

・

NO

⑪

レジ取扱いルールはありますか？（売上確認・記録
等）

③

スタッフは定期的な健康診断を受けていますか？
YES

・

YES

・

NO

NO
〜情報〜

〜物〜
④

⑫

情報管理責任者はいますか？

店頭在庫商品の盗難対策はされていますか？（防犯

YES

・

NO

タグ・防犯カメラ等）
YES

・

NO

⑬

情報漏えい保険に加入していますか？
YES

⑤

・

NO

商品在庫の棚卸をしていますか？
YES

・

NO

⑭

パソコンの使用規定はありますか？（パスワード・
管理権限・ウイルス対策・メディア使用等）

⑥

レンタル用品の管理ルールはありますか？（貸出名

YES

・

NO

簿等）
YES

・

NO

⑮

個人情報関連書類の取扱いルールはありますか？
（格納庫・施錠等）

⑦

施設・備品の耐震・防火対策はされていますか？（転

YES

・

NO

倒防止・可燃物除去等）
YES

・

NO

〜環境・災害〜
⑯

〜金〜
⑧

災害時対応マニュアルはありますか？（避難誘導手
順・避難場所等）

現金管理ルールはありますか？（売上金取扱い者、

YES

・

NO

流れ等）
YES

・

NO

⑰

非常食・飲料の準備はありますか？（備蓄および消
費期限の確認等）

⑨
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金庫の取扱いルールはありますか？（施錠・開錠管

YES

・

NO

⑱

施設管理規定・チェックシステムはありますか？
（５
Ｓチェック等）
YES

新規入会者への対応
新規入会者はドリルだけでなく、運動そのものに不慣

・

NO

れです。
また、既存会員に追いつこうと無理をしてしまうかも

YES はいくつあったでしょうか？
この 18 項目はあくまで基本的な項目であり、ケアす
べきことは他にもたくさんあると思われます。
施設運営のリスクを軽減し、より健全な運営を目指
しましょう！

しれません。
コーチが無理の無いペースをつくってあげることが大
事です。
寒暖差に注意
昼間暖かくとも、ナイターの時間帯には急激に気温が
下がります。

気をつけましょう。この季節
〜徐々に秋から冬に向かいます〜
スクール生のレベル差対応を

暖かい日中とは、ドリルのテンポや生徒の配列を変え
る工夫をしましょう。
また、体温調節のしやすい服装のアドバイスも大事で
す。

新規入会者、進級者、復帰会員が増える季節です。
担当クラス内の技術レベルに差がないかチェックをし
ましょう。
一部の会員に無理なドリルや負荷が掛かると事故の可
能性が高まります。

コートの状態を確認しましょう。
夜露、
朝露、
雨等々、
コート状態が安定しない季節です。
必ずコート状態を確認し、無理の無い実施判断をしま
しょう。
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通信
『税制コラム Part ⅩⅩⅠ「新しい！信託を使った相続対策」』
今、信託を使った相続対策が注目されています。従
来の遺言や成年後見制度ではできなかった活用法をご
紹介します。
信託の発祥
信託はその言葉通り、
「信じて託す」という意味です。
どこかの企業の TV コマーシャルで良く聞くフレーズ
ですが、それとは全く違うものです。
そもそも信託は中世イギリスで始まった制度と言わ
れています。宗教心に厚かった当時のイギリスでは、
死後自分の所有地を教会に寄付する習慣がありました。
しかし、そうされてしまうと困るのが封建領主です。領
主の力の及ばない教会に寄付されてしまうと税金が取
れなくなってしまいます。領主達はこぞって教会への
寄付を禁止する法律を制定します。そこで人々は、直
接教会に寄付するのではなく、信頼できる人に土地を
譲渡し、譲渡された人が、その土地からあがる収益を
教会に寄付することにしたそうです。
また、十字軍に遠征する兵士達にも利用されました。
兵士達は、戦いに出る前に、自分の土地を信頼できる
友人に託します。そして友人にその土地で収穫された
果物等を販売してもらい、得られた収入で国に残され
た家族を養ったそうです。
ただ土地は他人名義になってしまいますので、信頼
できると思っていた人が悪者だったら、その土地は取
られてしまいます。裁判を起こしても負けてしまいま
す。しかし「法律上は権利者であっても、信じて託し
た人や自分の良心、神様に対して恥じることが無いの
か」という思想が進化し、イギリスに定着していった
のです。
信託の基本
信託では次の３名の登場人物がいます。①委託者…
元来の財産の所有者でその財産を託す人。②受託者…
委託者から財産を託され、その管理や処分を行う人。
③受益者…その財産からの収益を受取る人です。
わかりやすく言いますと、信託とは①委託者が「遺言」
や「契約」によって②受託者に対して不動産・預貯金・
有価証券等の財産の移転し、一定の目的で③受益者のた
めにその財産を管理・処分する法律関係ということです。
旧来の信託法では、②の受託者は信託銀行等でない
と出来ない事と定められていました。しかし 2007 年に
改正され、信託業法や信託税制も整備されました。
②の受託者は誰がなっても良くなり、家族がなるこ
とにより低コストでできるようになりました。また①
委託者＝③受益者の場合、法律上の所有者は②受託者
であっても、課税上の実質的所有者は③受益者とみな
され、信託設定時に贈与税が課税されないなど明確に
されました。
これにより信託の自由度が高まり、信託が持つ財産
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管理機能を有効に活用できるようになったのです。
信託の活用法
それではどのような活用法があるのでしょうか。主
な例を２つあげます。
Ａ

子供のいない地主さんのケース
Ａさんは先祖代々の地主さんです。多くの不動産を
所有され、多額の不動産収入があります。愛する奥さ
んとの間に子供はいません。Ａさんは自分が亡くなっ
たら奥さんに不自由させたくないので、遺産はすべて
奥さんに譲りたいと思っています。しかし奥さんが亡
くなったら、代々守ってきたＡ家の財産は奥さんの親
族に渡ってしまいます。Ａさんは困ってしまいました。
これは遺言に信託を設定することで解決できます。Ａ
さんは死後②受託者をＡ家の甥に、③受益者を奥さん
に、そして残余財産の帰属先を甥に指定しました。こ
れにより、奥さんは生存中、甥が管理する財産からの
収入で不自由ない生活を送れ、奥さんの死後は甥がそ
の財産を承継し、またＡ家で守っていくことができる
ようになりました
Ｂ

高齢の資産家が認知症となっても相続対策ができ
るケース
Ｂさんは 83 歳です。多くの更地を所有し相続税は数
億円かかりそうです。対策をしないとマズイと重い腰
を上げましたが、最近物忘れがひどくなってきていま
す。認知症となり子供が後見人となると、後見人では
財産の管理はできても、相続対策で効果の大きい贈与
やマンション建設ができなくなってしまいます。Ｂさ
んも困ってしまいました。
これも財産を継ぐ息子さんと信託契約することで解
決できます。Ｂさんは②受託者を息子さん、③受益者
を自分とする信託契約を息子さんと結びました。これ
により、法律上の権利者は息子となり、Ｂさんが認知
症となっても息子さんの判断で相続対策を続けていけ
ます。また①委託者＝③受益者の形ですので、息子さ
んに財産移転しても贈与税はかかりません。効果的な
相続対策をした上で、息子さんに無事財産をバトンタッ
チできることとなりました。
これら以外にも、信託を使った対策はいろいろあり
ます。ご興味ある方は、ご相談いただければと思います。
■ご相談は
株式会社青山財産ネットワークス（船井財産コンサル
タンツより社名変更いたしました。）
担当：有田まで
TEL 03-6439-5801 FAX 03-6439-5850
E-mail : y.arita@azn.co.jp

庭 球 人 語

其の二二

本当の理由
だいぶ前の話だけど、歯医者に行った時、虫歯を
削るあのピューピューいうやつをやる前に、先生が
私に言った。

事務的でなくなって、親近感も湧くし、なんかおも
しろい先生だなあって好感度だってアップしちゃう
のである。虫歯を削る痛みは変わらないけどね…。

「鴻巣さん、痛かったら右手を挙げて下さいね。
」

また、「理由」を正直に知らせることで、バーゲ
ンセールに効果を上げているのが、
「訳ありバーゲ
ン」
例えばブランド物がバーゲンで安くなっている
と、たいていの人は「偽物じゃないの？」って警戒
して安くても買わないらしい。
でも、「ここに小さなキズあります」とかって正
直な注意書きがあると、「な〜んだ！品質に問題が
ある訳じゃないんだ！」って安心して買ってくれる
んだって…。

もちろん、『痛いって意思表示さえしてくれたら、
いつでも止めますよ』っていうことにより、患者側
に安心感を与え、治療がしやすくなるという理由は
わかった。
しかし、なぜ右手なのか？
ピューピュー痛いところを削られていたが、それ
ばかり考えていた。
もしかしたら、
『なぜ右手なんだろう』って考え
させて、神経をそっちにそらせるのが目的なんじゃ
ないか？いやいやそれはないない！
なんて考えているうちに、治療が終わり、
「はい、
じゃ口をゆすいで下さいね。
」と言われて体を起こ
した時、この謎が解き明かされたのである。
よろしかったら、皆さんも推理してみて下さい。
本当の「理由」を…。
（答えは途中でわかるようになっ
てま〜す！）
さて、話は変わるんだけど、
「スーパーマーケット」
と「お化け屋敷」では、人が進んでいく方向が逆回
りになっているらしい。
確か「スーパーマーケット」が左回りで、「お化
け屋敷」が右回りだったように思うんだけど…。
脳科学だか心理学だか何かで、科学的に実証され
ていることらしいんだけど、通常の人間が違和感な
く自然に回れるほうが「スーパーマーケット」であ
り、
「お化け屋敷」では逆回りに進ませることによっ
て、人に違和感や不安感を感じさせるのだという。
ってことは、これを知らないで逆にしてしまうと、
なんだか得体の知れない違和感や不安感を抱えなが
ら買い物する「スーパーマーケット」になってしまっ
たり、なんだか妙に安心できて落ち着いていられる
「お化け屋敷」になってしまうってことか…。
つまり、物事にはすべて「理由」があって、それ
を知っているのと知らないのとでは、大きな差があ
るってことだ。
それなら、「理由」を知らされるのと知らされな
いのとでも、受ける印象はかなり違うことになるは
ずである。
例えば、先程の歯医者の先生が、
「鴻巣さん、
痛かっ
たら右手を挙げて下さいね。左手を挙げると治療器
具を載せたトレイにぶつかっちゃいますから…。」
と言えば随分印象が変わってくるよね。

ところで、神様が私を若返らせてくれると言って
も、二度と戻りたくない高校 1 年。
テニス部のその 1 年間は、「1 年芋ほり、2 年憎ま
れ、3 年神様」と言われていた程、よ〜く 2 年生に
シゴかれた。
その「理由」がとんでもないのである。
きつい練習が終わり、
集合して整列する。すると、
しごき役の先輩がおもむろにこう言うのである。
「おい、見てみろよ！サッカー部気合入れてるぜ。
サッカー部が気合入れてるからウチもやるか！」
この言葉の数秒後から、地獄の始まり…。思い出
しただけでも、恐怖がよみがえってくるのである。
理由は「サッカー部がやってるから」だよ！ふざけ
んじゃねえよ！そんな「理由」があるかよ！よくＰ
ＴＳＤにならなかったよねって思うほどだよ…。全
く…。バ〜カ！
きちんとした「理由」があればみんな納得し、ふ
ざけた「理由」しかないと「やってらんねえよ！」
となるのである。
組織のリーダーは、ちゃんとした「理由」、真実
の「理由」を探すことにより、スタッフの理解と協
力を得られるのである。
今度女の子を家まで送って行った時、試して欲し
い…。
「ちょっとお手洗い貸して。だってウンコしたく
なっちゃったんだもん！」
その「理由」なら仕方ないかあって思ってくれる
確率高し！
本当の「理由」は、「あなたを朝まで抱きしめた
いんだけど、上がっていい？」なんだけど、それっ
て通じないの？…じゃ逆じゃん！
うーん、大人って難しい…。
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JTIA 賛助会員のご紹介

■特別賛助会員（50 音順）
株式会社青山財産ネットワークス
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
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
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
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
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
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
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
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
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
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
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
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

成島

祐一

齋藤

秀樹

三浦

典男

田口

智行

小澤

和彦

鬼頭

芳弘

中山

和義

吉田

浩道

河野

博史

山崎

剛

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
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

生命保険・損害保険代理店
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

□賛助会員（50 音順）
I.C.P. 株式会社
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
株式会社イースリー
株式会社ウェルビィー
株式会社エス・アール・アイシステムズ
株式会社遠藤照明
株式会社小野設計
NPO グローバル・スポーツ・アライアンス
グローブライド株式会社
株式会社ゴーセン
ゴーツースポーツ株式会社
株式会社コンシエスタ
ジャスパス株式会社
ジャパン・ビジネス・サプライ株式会社
株式会社新光トレーディング
株式会社スポーツサンライズドットコム
株式会社住ゴム産業
綜合警備保障株式会社
ターフサイクル株式会社
株式会社ダイエープロジェクト
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
株式会社トモ
株式会社日東社
株式会社 NIPPO
日本毛織株式会社
日本体育施設株式会社
株式会社ファミリーライフマーケティング
株式会社フュービック
ブリヂストンスポーツ株式会社
プレミアムスイソ株式会社
ペイントマノン
HEAD Japan
株式会社マイクロフォーサム
前田道路株式会社
有限会社マツオホケンサービス
株式会社マックスヒルズ
丸菱産業株式会社
ミズノ株式会社
ミラクル株式会社
明治安田システムテクノロジー株式会社
有限会社モリ コーポレーション
株式会社ライフ・デポ
有限会社リバティヒルバケーション
株式会社 WOWOW
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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
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
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
スポーツクラブ各種スクール、フットサル、ゴルフスクール他
テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
各種照明器具の企画デザイン設計製造及び販売、システム収納家具の販売、他
建築設計・監理
スポーツを通じた地球環境保全活動
スポーツ用品の製造ならびに販売等
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
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
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
OA 機器卸販売
スポーツサーフェイス輸入販売、施工管理
スポーツイベント企画・運営、選手データベース管理
スポーツ舗装材（人工芝・ゴムチップ等）の販売・施工
機械整備・常駐警備・警備輸送・綜合管理・防災業務等
人工芝リサイクル事業
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
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
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
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
テニスコートの設計・施工、スポーツ施設の設計・施工
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
みんなで作るラケット干支評価サイト「teniran.com」の運営
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
水素水関連商品の製造 ･ 販売
建築塗装
スポーツ用品の輸入販売 HEAD、Tyrolia ブランド
ソフトウェアの違法コピー防止、LED 照明の販売等
スポーツ施設の設計・施工
保険代理業
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
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
総合スポーツメーカー
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
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
スポーツ施設設計・施工・メンテナンス・LED 照明等
旅行業
衛星を経由した有料放送事業

ロンドンＯＰ

広報委員会テニス川柳担当委員会選

声援か

カラオケ太郎

笑副丁太一郎

高知県太郎

恵子

詠み人多数

荻野目

ラブゲーム

コートでね

決めたフリ

第二十二回テニス川柳 優秀作品

仲間からの

僕はテニスで

やりがいは

縁遠い

いつでも見たい

いと存じます。

全力疾走

業所をアピールするためにご活用頂ければ幸

その笑顔

ＪＴＩＡ会員の証として、環境にやさしい事

生徒の為に

ております。
（２色カラー印刷）

いつまでも

マークが入った名刺の台紙を作成販売いたし

狙ってないのに

追いかける それでもボールは 逃げていく

マークとチャレンジ25キャンペーンのロゴ

ナイスショット！

（公社）日本テニス事業協会では協会ロゴ

編集後記
JTIA News! 2012.9 Vol.58

締め切り間際、14 日から三日間有明でデビスカッ
プワールドグループプレーオフがイスラエルと行わ

発

れた。日本代表チームは各選手の善戦もむなしく２

発 行 日：平成24年9月30日

対３で破れ、来年はアジアオセアニアゾーンで戦う

発行責任：雑賀

昇

編集責任：金田

彰（広報委員長）

ことになった。会場で声を枯らし日本代表を最後ま
で応援してくださった方々と同じくテニス日本代表
チームサポーターの一人として一言、選手に伝えた
い。「来年ゾーンがアジアオセアニアでも、また何
処でも！私たちは日本代表チームを応援するから！
また頑張って下さい！」会場に張られた大きな日の
丸。私たちの応援は永遠に続くことの証です。そし
て私たちのそばから、未来の日本代表デビスカップ
選手が生まれることをひそかに願ってやまない三日
間でありました。
Ｋ

行：公益社団法人日本テニス事業協会

発 行 所：公益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

http://jtia-tennis.com
mails@jtia-tennis.com
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大会募集要項
主

催

有明テニス・マネージメントチーム

試合方法

主

管

2012東京都知事杯有明チームテニスコンペティション実行委員会

後

援

東京都

試合は全てノーアド方式の６ゲーム先取
（５−５の場合１２ポイントタイブレーク）
２日目は敗者チーム対象のプロによる特別レッスンやチーム対抗パフォーマンス
じゃんけん大会、
的当て・スピードガン等アトラクション有り

（ 申 請 中 ） (公・財)日本テニス協会、(公・社)日本プロテニス協会、日本女子テニス連盟
特別協賛
協

ダイドードリンコ株式会社

※天候等により試合方法等を変更する可能性があります。

参 加 料

賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング、グローブライド（株）、

（予 定）

時

平成２４年１２月１日(土)＆２日(日)

参加にあたりワンコイン制度協力金として、
１チーム500円のご負担をお願いします。
＊参加費の一部を「2020年東京オリンピック・パラリンピック」
招致活動へ寄附させて

【予備日：１２月８日(土)、
９日(日)】

会

場

いただきます。

２日間

１日目AM8：00受付、AM8：45開会式〜試合／2日目AM9：00〜試合

有明テニスの森公園「東京都江東区有明2-2-22」 TEL:03-3529-3301

試 合 種目

ミックスダブルス・３ペアで１チームとするチーム戦

カテゴリー

①ハードコート
（一般）
の部（オープン）
②砂入り人工芝(40才以上)の部（1972年12月31日以前に出生の方）

チーム構成

男女各３名以上 （②は全員が40才以上で構成してください）

出場資格

３名以上の東京都在住・在勤・在学・在ｸﾗﾌﾞ・在ｽｸｰﾙ者を有すること

サーフェス

①ハードコート３２面

募集定員

ハード
（一般）
の部９６チーム、
砂入り人工芝(40才以上)の部４８チーム

使 用 球

スリクソン

￥３２,５００／１チーム (参加料￥32,000＋ワンコイン制度協力金￥500／税込)
＊本大会は日本テニス協会ワンコイン制度を支援します。

ブリヂストンスポーツ(株)、ヨネックス（株）、
アメアスポーツジャパン（株）
（株）ゴーセン、テニスサポートセンター、他

日

１日目は４チームによるリーグ戦を行いブロック順位を決定し、
２日目は順位別のトーナ
メントを行います。 ※全試合セルフジャッジ

（公益社団法人日本テニス事業協会、
東京港埠頭株式会社）

申込締切

平成２４年１０月１０日
（水）
必着 (定員を超えた場合は抽選を行います）

抽選結果

平成２４年１０月１８日
（木）EメールまたはFAXにて各チームへ連絡します。
また、
大会ホームページにて当選チーム名および代表者氏名を公表いたします。

申込方法

大会ホームページよりお申し込み、
または有明テニスの森公園、
各テニスクラブ・スクール
に用意の専用申込書に必要事項を記入のうえ、
郵送またはFAX送信して下さい。
（必要事項記入不足の際は抽選対象とならない場合がございます）

入金方法

当選発表後より10月25日
（木）
までに参加料を指定口座へお振り込みください。
※一旦納入された参加料のご返金は出来ませんのでご了承下さい。

申 込 先

公益社団法人日本テニス事業協会

有明チームテニスコンペティション係

〒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

②砂入り人工芝コート１６面

TEL.03-3346-2007 FAX.03-3343-2047

振 込 先

三菱東京UFJ銀行

新宿中央支店

普通

http://jtia-tennis.com

５５８１３１２

口座名／公益社団法人日本テニス事業協会イベント事務局

