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会長挨拶

国内経済、景気の動向

ティング事業にも取り組みます。テニス事業者間の連携

はアベノミクス始動後

を深めると共にノウハウを提供する側にも能力開発に繋

から内需を中心に回復

がり、より一層の業界発展に寄与するものと思います。

基調が持続しておりま

以上の点を踏まえ、各委員会・各部会を中心に下記事

す が、 消 費 税 増 税 の 反

業へ積極的に取り組みます。

動減を少しでも押さえ、
さらに上向きの経済対

①人材育成事業の充実と推進

策に期待をしたいもの

＊テニスプロデューサー資格制度の充実・発展

であります。

＊日本テニス産業セミナー

スポーツ界において
は、
「 東 京 2020 オ リ ン

会長

大久保

清一

ピ ッ ク・ パ ラ リ ン ピ ッ

＊ TOPGUN PROJECT（経営勉強会）
＊各部会活動（クラブ、スクール、マネージャー、コー
チ、フロント）

ク」の開催が決定し、冬
季ソチオリンピック・パラリンピックも開催され、国民

②草の根普及活動の本格化

のスポーツに対する関心が徐々に高まってきているとの

＊「PLAY+STAY」の普及啓蒙活動

感があります。

＊『テニスの日』活動の発展・拡大

我々テニス界においては、錦織選手を筆頭に選手たち
の活躍もあり、デ杯日本代表チームは世界のベスト８に進
出しました。また、少年マガジンで連載され人気マンガと
なっている
「ベイビーステップ」
が NHK でアニメ放映され、

＊日本テニス連合・テニス活性化委員会との連携事業の
推進
＊有明の森スポーツフェスタ・東京都知事杯有明チーム
テニスコンペティション等の開催

『テニスの日』のキャラクターに採用される等、テニス界
には明るい話題ではないでしょうか。そしてこの機会にテ

③テニスに関する各種調査の実施

ニスブームを興すべく行動をして参りたいと思います。

＊テニス人口増減、業界動向・傾向などの実態調査

ここ数年取り組んでおります「PLAY+STAY」につ
きましては、日本テニス連合でも更に推進するための活

④安全・危機管理問題への取り組み

動に重点をおいて、各団体がより積極的に取り組むこと

＊テニス事業所に於ける安全・危機管理意識の啓蒙活動

となっております。

＊テニス事業所に於ける事故事例の実態把握と対応策の

当初紹介された子ども向けのプログラム「Tennis 10s」

検討

の充実を図ることはもとより、新たに発表された大人の
初心者向けプログラム「Tennis Xpress」の導入を図る

⑤指定管理者制度への取り組み

事により、幅広い年齢層を対象とした「PLAY+STAY」

＊既運営施設に於ける成功事例の構築

プログラムを活用してテニスの普及・愛好者増大のため

＊指定管理者制度に関する勉強会の開催

に必要な実践的リーダーの育成をすることが我々テニス

＊会員の指定管理業務進出へのサポート

事業者の責務であると考えております。
そして、テニス事業はサービス産業でもあり、サービス

⑥加盟会員の増強活動

業は人材で全てが決まると言われております。そこで業

＊正会員の組織化率拡大

界の発展拡大が出来る人材の能力開発を目的に行ってい

＊賛助会員の拡充

るテニスプロデューサー資格制度においては、テニス事
業の運営・経営の実践力を身につける為の研修会などを

その他、従来の継続事業へも全力で取り組み、サービ

行い、制度の更なる充実を図ります。職種別の各部会で

ス産業としての位置づけを自覚して業界のレベルアップ

は、それぞれの立場において自己研鑽に磨きをかけスキ

と事業者を始め従事する従業員等を含めた関係者の社会

ルアップするための場の提供や環境整備をしていきます。

的地位向上を目指し、最善の努力を尽くして参りたいと

なお、テニス事業者は日々の運営・経営において様々
な課題や悩みなどを抱えております。一方ではそれぞれ
の分野で成功・発展するためのノウハウを持つ事業者も
存在しておりますので、そのパイプ役としてのコンサル
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考えております。
以上、本協会役員を中心に全会員一致団結の上、各種
事業に取り組んでいく所存であります。

第22回定時総会ご報告

平成 26 年６月 16 日㈪東京都港区のメルパルク東京４

以上のように予定された議案をそれぞれ採択し､ 大西

階 ｢孔雀｣ の間において､ 公益社団法人日本テニス事業

雅之副会長が午後３時 30 分に閉会を宣し終了いたしま

協会 ｢第 22 回定時総会｣ が予定通り開催されました。

した｡

平成 26 年度期首 200 名の会員のうち、127 名（委任

総会に引き続き、特別講演として公益財団法人日本テ

状出席を含む）が出席し､ 滞りなく予定された議案の審

ニス協会の常務理事でツアー機構・事業推進本部長の川

議を終了いたしました｡

廷尚弘氏より「JTA のツアー機構・事業推進本部とは」

総会は､ 吉田好彦常務理事の司会進行により、午後２

についてお話をいただきました。

時に増井範男副会長の開会の辞､ その後､ 定款の規定に

特別講演終了後､引き続き別室にて行われた｢懇親パー

基づき大久保清一会長が議長となり挨拶､ 議事録署名人

ティ｣ には､ 多数の関係者のご出席をいただき､ 和やか

の選出の後､ 議案の審議に入りました｡

な雰囲気の中､ 無事進行いたしました｡ ｢第 22 回定時総

第１号議案の平成 25 年度決算報告書（案）承認【石

会｣ に関わる事項につきましては議事録をご参照いただ

黒大揮監事の監査報告を含む】の件は加藤潤事務局長よ

き、ご不明の点は役員もしくは事務局までお問い合わせ

り、第２号議案の理事及び監事選任の件は議長より上程

ください｡

され、それぞれ異議なく可決承認されました。
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平成26年度

事業計画書

（平成26年４月１日〜平成27年３月31日）
１．テニス事業に関する調査及び研究（定款
第４条第１号関係）
テニス事業者を代表する団体として、テニス市場に関
する情報集約を推進して、全国のテニス事業者や事業所
の基礎資料の作成のほか、会員事業所におけるデータ管
理等を通じて、客観的かつ信頼性の高い情報の蓄積を図
り、国民に身近なスポーツであるテニスの事業運営に関
する情報を広く社会へと発信いたします。
ア．テニス事業に関わるデータ管理業務の充実・強化【総
務委員会】
テニス事業の動向変化等を詳細に把握し、テニス事業
の将来の事業展開への参考や新規参入検討企業、大学等
研究機関、メディアなど外部からの問合せにも対応する
ことを目的に、全国のテニス事業に係わる種々の実態把
握を行います。
なお、集計データは広報紙やホームページなどを通じ
て施設利用者を含め広く公開をいたします。
イ．環境問題への取り組みに関する調査及び研究【総務
委員会】
人々の健康と密接な関係にあるスポーツ事業者とし
て、地球環境の保全に向けた各種活動には積極的に参画
して参ります。「チャレンジ 25 キャンペーン」への具体
的取り組みとして以下の項目について調査及び研究を行
います。
①「砂入り人工芝のリサイクル」
使い古された砂入り人工芝コートは、従来産業廃棄
物として埋め立て処分となり、１面あたり約 16 トン
が埋め立て処理され、産業廃棄物の最終処分場につい
ては全国的に数年で満杯になると予想されておりま
す。今後も増加傾向にある砂入り人工芝コート処分に
ついては環境保全という視点から我々はこの問題に真
剣に取り組みます。本協会といたしましては、砂入り
人工芝コートを産業廃棄ではなく、砂と人工芝を分離
して砂は砂としての再利用、人工芝はサーマルリサイ
クルや他目的での再利用等を行い、廃棄物を一切出さ
ないゼロエミッションを目指した「砂入り人工芝のリ
サイクル事業」を推奨し、引き続き更なる研究を続け
ていきます。
②「テニスボールのリユース」
使い古されたテニスボールは、机やイスの脚に取り
付けることにより騒音が吸収されることから、NPO
グローバル・スポーツ・アライアンスと連携し全国の
小中学校などへ寄附をする「テニスボールのリユース
活動」を推奨し、今後も継続していきます。
ウ．テニス事業に関わる租税及び経営に関する調査及び
研究【税制委員会】
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テニス事業に関わる家賃・地代（売上対比）などの租
税負担の実態や売上の増減、経費の内訳比率比較など経
営の現状を把握する調査と研究を年に１回アンケート
（郵送）方式で行います。
なお、集計データは広報紙やホー
ムページなどを通じて施設利用者を含め広く公開する予
定であります。
エ．安全・危機管理に関する調査及び研究【安全委員会】
テニス施設内における現状の安全管理や事故事例等の
調査を行い、事故に対する事前準備や事故後の対応につ
いての指針を作成するとともに広報誌やホームページな
どを通じ、安全および危機管理の意識向上・啓蒙を目的
に各種安全管理ツールや安全管理通信として公開してい
きます。また、年間１〜２回開催の安全・危機管理セミ
ナー等でも調査研究結果を発表する予定であります。
オ．広報紙 JTIA News! の編集と発行【広報委員会】
広報紙「JTIA News!」を下記のスケジュールにて発
行し、各種調査及び研究資料の公開や国民に身近なス
ポーツであるテニスの事業運営に関する情報を掲載する
などして活動を進めていく予定であります。
⑴「JTIA News!」VOL.63 号は 2014 年６月に発行予定
⑵「JTIA News!」VOL.64 号は 2014 年９月に発行予定
⑶「JTIA News!」VOL.65 号は 2014 年 12 月に発行予定
⑷「JTIA News!」VOL.66 号は 2015 年３月に発行予定
カ．ホームページ・メールマガジンの運用【広報委員会】
各種調査及び研究資料の公開や国民に身近なスポーツ
であるテニスの事業運営に関する情報の提供を目的と
し、ホームページとメールマガジンの運用を行い、情報
化社会への対応を進めていきます。

２．テニス事業に関する優秀な経営者並びに
管理者の養成及び資格認定（定款第４条第
２号関係）
国民の健康とスポーツ振興のため、テニスビジネスに
携わる者の資質と能力の向上を図るとともに国民生活の
向上に寄与すべく、テニスを業とする優秀な経営者並び
に管理者育成の促進と指導体制を確立いたします。
ア．テニスプロデューサー資格制度の充実
【資格委員会】
テニスを業とするものの中には、労務管理に対する認
識不足や脱税行為をするなど法令を遵守しない者、安全
管理体制が整わずに営業行為を行う者などが後を絶たな
い現状があり、国民生活の安心と安全を守るために健全
なテニス事業を行うための人材を育成することを目的と
し、テニス事業に関わる者が各種の専門的な知識を得て
健全で適正な経営を行うことが、国民の利益に供すると
の観点から、テニス事業に関わる経営者および管理者の

資質と能力向上を目的に９科目（テニス基礎知識、顧客
管理、財務管理、安全管理、施設管理、労務管理、マー
ケティング、イベント・商品販売、人材育成）のテキス
トを作成し、年１回の講習会・試験を実施いたします。
また、資格取得後の更なる資質と能力の向上を図るた
めに有資格者限定の講習会を開催いたします。

３．テニス事業に関するセミナー、研修会等
の開催（定款第４条第３号関係）
テニス事業のオーナー、マネージャー、コーチ、スタッ
フ等の、テニス事業に携わる者の資質向上と発展を図る
ことにより、テニスを通じて国民の心身の健全な発達を
図ることを目指し、様々な内容のセミナー・研修会等を
実施いたします。
ア．日本テニス産業セミナーの開催【研修委員会】
テニス事業の事業者ならびに従事者の資質向上を図る
ことにより、テニスを通じて国民の心身の健全な発達を
図ることを目的として、学識経験者、有識者による講演
をはじめ事業者の事例紹介等により、管理運営の改善、
経営基盤の安定、現状の把握と対策の検討を行う「日本
テニス産業セミナー」の開催を予定しております。
イ．経営勉強会の開催【研修委員会】
テニス愛好者にとって魅力ある事業経営を行うため以
下の経営勉強会を実施いたします。
①「TOPGUN PROJECT」
テニス事業以外の経営者・管理者、他スポーツ関係
者の講演やテニス事業者の事例紹介、人材育成や利用
者への接遇に関する実践的なグループワークなど二日
間の開催をいたします。
②経営・運営に係わる勉強会・研修会
テニス事業者の資質向上と発展を目的に、テニス事
業者や異業種の経営者・管理者からの事例紹介等によ
る勉強会や研修会を定期的に開催いたします。
ウ．安全・危機管理セミナーの開催【安全委員会】
テニス事業に関わる重要な安全管理や危機管理につい
て、リスクマネジメントや法律の専門家による講演や、
具体的事例や各種ツールの紹介、心肺蘇生法や AED の
講習などの安全・危機管理セミナーを開催いたします。
エ．部会別勉強会の開催
各部会（クラブ部会、スクール部会、マネージャー部
会、コーチ部会、フロント部会）において、テニス事業
関係者の職位別セミナー・研修会・勉強会を、有識者や
各分野の専門家による講演や、グループワーク形式など
の手法で定期的に実施いたします。
①「後継者の会」の開催【クラブ部会】
クラブ部会では、テニスクラブビジネスを長く存続
させるために、経営者の世代間交流を図ると共に、ク
ラブ経営者の情報交換および実践学習の場を提供して

いきます。本年度も「クラブ後継者の会」を中心に、
クラブ経営の事例研究会や交流会を開催し、全国のテ
ニスクラブ経営者およびその後継者のネットワーク作
りを目指し、研究会を年に３〜４回、テニス親睦会を
年に１〜２回開催する予定であります。
②スクール経営者の勉強会・情報交換会の開催
【スクー
ル部会】
国内経済環境が厳しいと言われる状況をいかに克服
して事業を発展継続させるのかを目的に、スクール経
営者を対象に実情に即した意見交換や事例紹介など、
種々の情報を収集し今後の事業の発展に繋がるような
勉強会を年２回程度開催する予定であります。
③マネージャー（事業部長・支配人等）の勉強会・情
報交換会の開催【マネージャー部会】
テニス事業におけるマネージャー業務の内容につい
て、マネージャーから代表者となった方の経験談など
も伺い、それぞれの事業所で行っている事を体系的に
整理や分析を行い、先進的な取り組みをしているマ
ネージャーが日々行っていることに関しての情報交換
をすることなどから、マネージャーとしての資質向上
を図り、業界の発展に寄与する勉強会・研修会を年３
〜４回ほど開催する予定であります。
④コーチ対象講習会・勉強会・情報交換会の開催【コー
チ部会】
テニスコーチのスキルアップを目的に、ジュニアの
育成強化、テニスの普及、サービス業としてのノウハ
ウ、事例紹介、異業種での体験会など各種の講習会・
勉強会・情報交換会を年６回ほど開催する予定であり
ます。
⑤フロントステップアップアカデミーの開催【フロン
ト部会】
テニス事業に於けるフロント業務は年々その重要性
が増しております。フロントの皆様が日頃から悩んで
いることへの解決の糸口など、これからの業務に役立
つ情報提供を目的に勉強会・研修会を年４回ほど開催
する予定であります。

４．テニス事業に関する普及及び啓発（定款
第４条第４号関係）
児童や青少年を対象としたテニス等の体験活動を開催
することで、スポーツを通じた健全な育成のきっかけを
創出します。また、一般向けには単なる試合ではなく、
普及と振興を目的とした大会を実施することで、生涯ス
ポーツ社会の実現に貢献していきます。
ア．キッズ＆ジュニアテニスカーニバルの開催【普及委
員会】
東京都オリンピック・パラリンピック準備局の後援事
業。テニス未経験者・経験者の子供達により楽しいテニ
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ス体験が出来る場を提供する事をテーマに年１回、未就
学児より中学生までを対象（約 250 名）としたテニス無
料体験会を有明コロシアム・センターコート
（キッズコー
ト 10 面）と有明テニスの森公園テニスコート９面にて
開催し、テニスの普及を図ります。
イ．東京都知事杯有明チームテニスコンペティションの
開催【事業委員会／普及委員会】
東京都オリンピック・パラリンピック準備局の後援事
業。有明テニスの森公園 48 面のテニスコートを使い 144
チーム（約 1,080 名×２日）が参加する大会です。個人
戦が中心のテニスにあって、団体戦と言う形態による国
内最大規模の大会を年１回開催します。２日間にわたり
単に試合だけではなく、チームワークの育成を図り、試
合に負けてもプロ選手に挑戦・クリニックなど各種アト
ラクションでスポーツの楽しさ等を伝えるイベントも開
催し、スポーツの振興に寄与する事業を開催いたします。
ウ．有明の森スポーツフェスタの開催【普及委員会／事
業委員会】
東京都オリンピック・パラリンピック準備局との共催
事業。有明テニスの森公園と有明コロシアムを使用し、
スポーツ
（テニス大会・テニスクリニック・ソフトテニス・
車いすテニス・バドミントン・走り方・体力測定・ブラ
インドサッカー・親子体操・フラフープ・その他ニュー
スポーツなど）に触れ合う機会をつくり、子どもが「ス
ポーツ好き」となり、体力向上のきっかけとなるイベン
トを開催いたします。主に児童、青少年を対象とした無
料体験会を実施しますが、大人もスポーツを体験できる
場を提供し、生涯スポーツ社会への参加を促します。ま
た、障害者スポーツのイベントも実施しており、障害者
の健康増進と社会参加を促進する事業として年１回開催
いたします。

５．テニス事業に関する苦情処理等（定款第
４条第５号関係）
ア．テニス消費者苦情電話相談センターの運営【広報委
員会】
テニス事業とその周辺で発生する諸問題、消費者から
の苦情に対応する、消費者苦情電話相談センターを運営
いたします。それぞれの事例に対し専門家に相談をして
解決を図り、その情報を共有し将来のテニス事業活動に
活かすようにいたします。

６．テニス事業に関する内外関係機関等との
交流及び協力（定款第４条第６号関係）
テニス事業者を代表する団体として、その他のテニス
関連団体やテニス関連会社と、振興・普及を主な目的と
した種々の交流、
協力を行います。また各地域での普及、
振興活動に対しては支援・後援等を行います。これらの
活動を通じて、広く社会的なスポーツ振興に貢献する事
業として取り組んでいきます。
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ア．テニスの日推進協議会への参画【普及委員会】
（公財）日本テニス協会、
（公社）日本テニス事業協会、
（公社）日本プロテニス協会、日本女子テニス連盟をはじ
め 15 団体で構成。テニスの日推進協議会は、
他のスポー
ツ団体に先駆けて 1998 年９月 23 日「秋分の日」を『テ
ニスの日』と定め、テニスの普及、発展を強力に推進す
るための諸行事を実施することといたしました。
『テニ
スの日』を制定することでテニスの楽しさ、おもしろさ
をさらに多くの人たちに広めて、健康で明るく生き甲斐
ある社会造りに寄与し、それと同時に世界の競技会で活
躍できる選手を数多く育て、競技を観戦するなかからテ
ニスへの共感を高めていくことを目的に、年１回有明テ
ニスの森公園で実施する「有明メインイベント」、47 都
道府県で実施する「共同イベント」
、全国約 400 箇所で
実施する「個別イベント」を開催いたします。
イ．日本テニス連合への参画【普及委員会】
（公財）
日本テニス協会、
（公社）
日本テニス事業協会、
（公
社）
日本プロテニス協会、日本女子テニス連盟で構成され、
日本のテニス界として４団体に横断的に存在する問題で、
日本のテニス界をより強力に推進して行く為には統一し
て行くべき制度、問題点等を公式に取り上げて審議し、
その解決案を策定する機関として結成されました。
具体的な課題としては「１．選手、コーチの資格制度
の統一化を図る」
「２．法令の遵守、倫理問題の徹底と
資質の向上を図る」
「３．強化・普及に関して、より広
範囲な活動が出来るような組織体制を作る」以上のテー
マに於いて「日本テニス連合」のトップ会議で審議して
解決案を策定いたします。
昨年度に引き続き「テニスの普及」に関した分科会
で ITF（国際テニス連盟）が推奨する「PLAY+STAY」
をテニス界に広める活動を行っていきます。
ウ．テニス活性化委員会への参画【普及委員会】
2008 年４月より、テニス用品メーカー（９社）とテ
ニススクールやテニスクラブ事業者が集い、
「日本のテ
ニス界を他のスポーツに負けないメジャースポーツに
盛り上げたい」
「テニス人口を更に拡大したい ( ラケッ
トを持つ人を増やしたい）」「強い選手をもっと輩出し
世界で活躍して欲しい」との熱い想いを込めて、
『テニ
ス活性化委員会』を結成しました。「テニスに関する意
向調査」を行ったほか、地道な草の根活動を行いつつ、
テニス活性化委員会のスローガンを「始めよう！続け
よう！もっとテニスを！ !」と決め、「テニススマイル
（http://www.tennissmile.jp/）
」のウェブサイトを開設
し、テニス愛好者やテニス事業者に役立つ情報発信を継
続していきます。

７．テニス事業に関する各種商品・サービス
の販売及び斡旋事業（定款第５条第１号関
係）
テニス事業に関わる各種関連用品・物品や施設総合補
償の販売や、砂入り人工芝コートのリサイクル事業等の

サービスの斡旋及び販売をいたします。
ア．各種テニス関連商品の斡旋及び販売【事業委員会】
⑴ テニス施設総合補償制度 の斡旋
⑵テニスクラブ・テニススクール管理運営ソフト
ペガサス サービスエース の斡旋
⑶テーピングテープ ターボテックス の斡旋
⑷ JTIA オリジナルスクールのぼり の販売
⑸ オリジナルテニスティッシュ の斡旋
⑹ AED（自動体外式除細動器）の斡旋
⑺クレジット決済システム リターンエース の斡旋
⑻ 砂入り人工芝リサイクル の斡旋

８．指定管理事業（定款第５条第２号関係）
ア．指定管理事業の運営並びに勉強会の開催【事業委員
会】
平成 17 年度からスタートした指定管理運営に関して、
各自治体に於ける施設の活性化とテニスの普及を目的に
自主事業等を行っております。また、新規参入を促進す
るために最新の事例紹介などを含め「指定管理者制度」
に関する勉強会の開催を予定しております。

９．その他の事業（相互扶助等事業）（定款
第５条第３号関係）
会員及び賛助会員の拡大のための活動および情報交換
会や懇親会を開催します。
ア．消費者育成イベント等の開催及び後援
【総務委員会】
テニス産業界の活性化のために、既存の施設や指導者
を有効に利用して、テニス愛好者の拡大と新規需要の創
出を即効的、効率的に行います。消費者参加型のイベン
トを展開し、より多くの国民にテニスを体験する機会を
提供することで、地域や消費者に密着した産業として定
着を図ります。国民生活のゆとりと豊かさに寄与・貢献
する産業として、テニス事業の安定的成長、振興を目指
します。本年度も消費者育成イベントの開催および関連
団体等の同種イベントの後援をいたします。

イ．会員数の拡大推進活動【総務委員会】
本協会はテニス事業の社会的地位の向上を目的に活動
している団体であることを非加盟テニス事業者に周知
し、テニス事業者が困った時に相談出来るような体制を
整え、テニス事業者に役立つ情報提供を行い、積極的に
会員数の拡大を推進していきます。
ウ．地区組織活性化の推進【総務委員会】
各地区組織の活性化を推進するために、地区組織が開
催する「消費者育成のための大会ならびに講習会」
「新
規需要創出のための大会ならびに講習会」
「管理者・指
導者の資質向上を目的とした大会ならびに講習会」等の
事業に対する支援を行います。
エ．賛助会員意見交換会の開催【総務委員会】
本協会のテニス界において果たすべき役割が年々増し
てきております。そこで日頃よりご支援を頂いておりま
す賛助会員の皆様方との懇親をより深める会を開催いた
します。
オ．テニス事業を取り巻く税制勉強会の開催【税制委員
会】
現在のテニス施設経営を取り巻く税制は非常に厳しい
状況にあり、事業者自らも自己啓発や研鑽に努め、現在
の税制に対する理解と対策を講じていく必要がありま
す。テニス事業に関連する税制や、大きな問題でもある
事業継承などに焦点をおいて、講演や事例紹介を中心と
した「税制勉強会」の開催を予定しております。
カ．雑賀杯日本テニスチーム大会の開催【事業委員会】
テニス事業所チーム対抗戦を開催し、テニスクラブメ
ンバーやスクール生などへ競技参加目標を掲げ、競技に
参加できる環境を提供し、テニスを通じて地域間交流を
促進しながら個別テニスクラブ・スクール及び業界組織
の結束及び事業の活性化を促進させることを目的として
開催いたします。
キ．会員サポートプロジェクト【会長直轄】
テニス事業に於ける様々な課題に対し、それぞれの専
門家を紹介して問題解決を図り事業の活性化や円滑化を
行う事を目的に事業を推進する予定です。
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有明の森スポーツフェスタ2014開催報告

有明の森スポーツフェスタ 2014 開催報告
普及委員長

今年も 4 月 29 日（昭和の日）に有明の森スポーツフェ
スタ 2014 が開催されました。
独立行政法人日本スポーツ振興センターから「スポー
ツ振興くじ助成金」を受け、東京都との共催による開催
です。

丘

として活用し、過去最大の使用面積となりました。
今年は会場入口に【インフィオラータ】という芸術的
な花の絨毯が作られました。私も初めて見るものでした
が、素晴らしい！という言葉に尽きますね。
コロシアム南側は体力測定、てのひらけっと、こども

昨年あたりから、多くの来場者が様々なスポーツを楽

テニス体験コーナーと親子でも楽しめるスペースという

しんで頂ける場所という感がするイベントに成長してき

雰囲気で一日中賑わっていました。ちびっ子達と保護者

たと感じています。今年も来ました！という声を聞けた

の方の笑顔が素晴らしかったですね。

のも嬉しい事でした。
例年 48 面のアウトコートとコロシアムコートの計 49
面総てのコートだけでなく、芝生広場とコロシアム南側
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新堀

そしてアウトコートはテニスメーカーさんとプロ選手
も加わって熱気ムンムンのオンコートイベントとなりま
した。

の駐車スペースや遊歩道と敷地内をフル活用してのイベ

キッズレッスン、テニス体験教室、プロクリニック、

ントですが、今年は駐車スペースを更に大きくイベント

障がい者テニス、更にソフトテニスやジュニア団体戦、

パドルテニスと 48 面のあちらこちらで盛り上がってい
ました。

盛り上げていくことが大切だと思っています。
おかげ様でイベントの総参加者は 2 万人を超えたよう

テニス経験者も初心者も、大人も子供も一日を過ごせ

です。入場者人数も 1 万人には届きませんでしたが、昨

るようにとイベントを組んでいるので、本当に多くの方

年を上回る 8 千 5 百人でした。来年は入場者１万人を目

が半日または一日を楽しんでくれています。

指していきますよ！それにはテニス業界全体で、更には

コロシアムで開催されたバドミントン体験教室は、あ

業界を超えたところでの団結が不可欠です。

の【オグシオ】の小椋久美子さんが講師で参加しました。

スタッフの皆さん、オリンピック、パラリンピックが

私もそっと近くから拝見しましたが、強く美しい方でし

開催される有明で更に熱いイベントを開催しましょう。

た。参加された方も興奮気味だったようです。

そしてテニス界を大いに盛り上げていきましょう。

このイベントの特徴はテニス以外の種目も一緒に開催

最後に、この場をお借りして本イベントに協力頂いた

されることだと思います。ソフトテニスの方達と一緒に

総ての方に感謝申し上げます。

イベントを開催するのは珍しいと言ってもよいでしょ

ありがとうございました。

う。ラケットスポーツという意味からも、大きな括りで
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クラブ訪問

オールサムズテニスクラブ船橋
オールサムズビーチスポーツパーク
６月の梅雨空ではありましたが今回オールサムズテニ
スクラブを訪ねました。
2006 年５面でテニスクラブをスタートし、昨年 2013

言ってきたんですね。善一、そろそろやってみるかビー
チ！という感じでした。

年７月に併設でビーチスポーツパークをグランドオープ

ｋ：ところで大関社長はビーチテニスやったことはある

ンいたしました。赤土色の砂入り人工芝は落ち着いたた

んですか？

たずまいと、緑に見慣れた記者には白い砂浜が新鮮に映

父：今まで 10 分ぐらい！そもそも 400 坪で 4 面作れれ

えます。大関勝典社長ご長男の善一さんを訪ねました。

ば単純にテニスの売り上げの 2 倍は上がるな。しかも砂

ｋ：ビーチテニスをお始めになったきっかけは？
善一：テニスクラブのメンバーさんのお知り合いでビー
チテニス連盟の副会長さんがいらっしゃいまして、その
方がお台場の大会を見に来ればと言ってくださり、見に
行ったのがきっかけと言えばきっかけです。2010 年の
事でまさか実現するとは当時思っていませんでした。
父：善一がアメリカから帰って来て、クラブの手伝いを
始めたんですが、もともとテニスコーチ以外で何かやっ
てみたいと言っていました。長男にはゼロからスタート
することをやらせたかったのです。そういう経験をさせ
たかった。そんな時に、たまたま隣接する資材置き場が
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空くことになりまして、大家さんが安く貸してくれると

場だからメンテナンスフリーだしと思ったんですね。と

は発泡酒、参加賞は第３のビールみたいな感じです。そ

ころが実際やってみたらメンテナンスが大変でした。テ

れも全部飲んでから船橋にさらに飲みに繰り出します。

ニスもそうですが、人工芝で減るところは決まっている

皆さんまるでサークルのようなノリですね。

でしょう！あれと一緒でプレーするところの砂がえぐれ

ｋ：今後ビーチスポーツパークをどのようになさってい

てくるんです。へこみが何か所かできるんですね。それ

きたいと思われますか。

を直すのが大変。今ではお客さんにプレー後に、砂を均

善一：今は平日にジュニアのトレーニングにも使ってい

していただいています。

ますが、ビーチスポーツのプレーヤーをどんどん育てて

ｋ：コートを見させていただきましたけど、ビーチバ

いきたいですね。砂浜でやる競技にお金を払う文化が日

レーのネットも張ってありますね。

本にはありませんでした。何とかそこから脱却してビー

善一：ビーチバレーとビーチテニスはコートサイズが同

チスポーツパークとして機能させたいと思っています。

じでいいんです。ネットの高さだけが違うんです。

ｋ：ビーチサッカーもありますよね。

ｋ：本当ですね。

善一：フェンスがサッカー用ではないんですが、チャレ

善一：ビーチテニスはルールもほぼテニスと一緒です。

ンジしたいですね。ヨーガやその他いろいろなことが楽

ポイントの表現も０− 15、30 −０とテニスと一緒です。

しめる場所にしたいですね。そんな意味も込めて、ビー

テニスより簡単でテニスやスポーツの経験の無い方でも

チテニスクラブではなくてビーチスポーツパークと名付

すぐに試合ができるレベルになります。逆にそれがスクー

けました。

ルとして展開しづらい理由でもあるかもしれません。

父：ビーチテニスはなかなかスクール運営は難しいと思

ｋ；ビーチバレーのお客様とビーチテニスのお客様とど

いますが、そこを入り口にしてクラブというかサークル

のくらいの比率ですか？

的な楽しみの場になったらいいかなと思います。今はと

善一：ビーチテニスで頑張ろうと思ったらふたを開けた

にかくビーチテニス、ビーチスポーツの人口を増やして

らバレーのほうが多い。４面ありますが週末は３面がバ

いかなければなりません。大関善一と言ったら、ビーチ

レーで１面がテニスぐらいの比率でしょうか。バレーの

のパイオニア、第１人者だといわれるようになってほし

人たちは上手な人も初心者のような人もいますがみんな

いと思っています。

仲良く楽しんでいます。終わった後は良くバーベキュー

ｋ：千葉の内陸部にビーチスポーツパーク。大胆な発想

してますよ。イベントでバレーの大会をしているんです

と実行力に感動です。
益々のご発展を！応援しています。

が、優勝はビール１ケース、準優勝は 12 本、ベスト８

Ｋ
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マネージャー部会報告

実践！第二期 支配人養成塾
〜未来のテニス界を担うのは君だ！〜
第二回 支配人養成塾 報告
マネージャー部会

昨年に続きマネージャー部会が開催する第二期

支配

部会長

曽根

正好

③「私が想うマネージャーの在り方」 〜基調講演〜
㈱テニスユニバース

人養成塾 、年間全４回シリーズの第一回目を３月 11 日

代表取締役

直江

智氏

㈫に開催し、そして第二回目を６月 10 日㈫に開催しま

テニスクラブ改革の成功事例から始まり、コーチとし

した。昨年以上に参加者にとって実り多い会にしていく

て大切な資質、そしてマネージャーの在るべき立場や行

ため、今年は参加者の出席率に最大の重きを置いて臨み

動について、非常に分かり易くお話しいただきました。

ました。第一回・二回とも 28 名全員が出席され、その

参加者からの質問「直江社長が一番大切にされているこ

ような意味で非常にうれしい限りです。さらに、スター

とは？」に、一言「テ・ニ・ス！」とシンプルなお答え

トから３カ月で早くもメンバー全員の一体感が生まれて

があり、純粋にテニスを愛されていることが直球で伝

きたことにも手ごたえを感じています。

わってきました。テニスを生業としている我々は、 幾
つになってもテニスを深く追求し、テニスの素晴らしさ

★第二回

支配人養成塾

進行

①「年間目標達成へのアプローチ」 〜グループワーク〜

を多くの人々へ熱く伝えていかなければならない

と再

確認することができました。

コミットメントリスト「具体策〜行動約束〜期日〜成
果目標〜現状・結果」を活用し、グループ内で各自３ヶ

★その他の活動

月間の目標達成度合を報告しました。そしてディスカッ

◇

事業所見学会
グループ毎にお互いの事業所を見学し合い、新しい発

ションを経て更に３ヵ月後に向けて新たな目標・具体策
を設定しました。今後もグループメンバーでこの流れを

見や気づきを得ることが目的です。
全グループが４月中に第一回目の見学会を実施したこ

共有しながら、
各自の年間目標達成に近づいていきます。

とで、メンバー間の親睦が早い段階で深まりました。
②「自分が大切にしていること ･ 自事業所の強み」
〜発表〜
自身の考えをまとめ５分間で明瞭に伝える事とメン
バー間の情報交換が目的です。今回は７名の方に発表し

◇

テニス親睦会

７月１日㈫ 13：00 〜 武蔵野ローンテニスクラブにて。
スクール事業中心に従事する参加者・会員が多い中、

ていただき、グループを超えたメンバーを良く理解する

会員制クラブの良さも知っていただきたい。また、 支配

ことができました。

人養成塾

を超えた多くの仲間と共にテニスをプレーす

ることで、交流を広め親睦も深めていくことが目的です。
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コーチステップアップアカデミー報告

第15回コーチステップアップアカデミー報告
コーチ部会

部会長

臼倉

明博

６月３日㈫に有明コロシアムにおいて昨年に引き続き

レー」⑦「アングルボレーを武器にするには」⑧「ドロッ

２回目となる中嶋康博プロをお迎えし第 15 回コーチス

プショットからの展開」⑨「ボレーボレーからのローボ

テップアップアカデミーを開催しました。

レーの強化」⑩「サーブ＆ボレーの強化」⑪「ボールコ

昨年アカデミー終了後のアンケートでも
きたい

もう一度聞

コーチをしていく上でのヒントを貰いました

ントロール」⑫「二つの目」⑬「勝負ドリル半面・１面」
⑭「矯正法」⑮「楽しいドリル」⑯「フォーメーション

等、多くの皆様から大変勉強・参考になったという感想

を教える／コーン四つ一度止める反対から見る」⑰「オ

をいただきました。そこで１人でも多くの皆様に中嶋プ

シム」⑱「ゲーム（観察）」

ロのアカデミーを体感してもらう為、
（公社）日本プロテ

初めのコーディネーションでは全員が出来る練習から

ニス協会様に合同での開催を提案し、合同セミナーとい

徐々に難易度を高くし、中嶋プロの話術でおもしろ楽し

う初めての新しい形で実施しました。

く進行し、参加者に興味と期待を抱かせその後の項目に

今回、午前はコロシアム内会議室を使用しての講義・

ついても１つ１つをわかりやすく全員が理解するまで行

午後はコロシアムでのオンコートセミナーの２部構成で

い、中途半端なまま次にすぐ進まない中嶋プロのレッス

行い、事業協会大久保会長、プロテニス協会山本資格認

ンへの想いが、受講された皆様にも伝わったのではない

定・研修事業部長の挨拶からアカデミーがスタートしま

でしょうか？コロシアムの使用時間の関係で予定されて

した。①「中嶋プロの自己紹介」②「テニス業界の現状」

いた 18 項目すべてが出来ませんでしたが、マニュアル一

③「コーチの在り方」④「今、VIPTOP グループで行っ

辺倒ではない常にお客様の目線で１人１人に対して進め

ている事」⑤「学んだこと」⑥「これからやること」⑦

ていくレッスンは、受講された皆様のコーチを志した頃

「最後に」
、上記７項目を事前にいただき皆様からのアン

の初心を思い出し、様々な場面でも活用できるヒントが

ケートの質問にも答えていただきながら進行していきま

たくさん得られたと思います。
【満足と感動】という言葉

した。冒頭、中嶋プロから今まで培ってきた経験、知識

を中嶋プロは午前の講義で話されていましたが、セミナー

を余すことなくすべてを伝えますと熱い想いを語ってい

終了後も中嶋プロを囲み質疑応答の輪が出来ていました。

ただき、お言葉通り成功体験だけでなく数多くの失敗体

もっと聞きたい・またコーチに教わりたいと思ってい

験も交え、大変な思い・難題にぶつかる事で諦めるので

ただくことが、継続・新規にも繋がります。改めて満足
（期

はなくやってやろうという気持ちが湧き続けたからこそ

待通り）と感動（期待以上・ファン）の意味を教えてい

今があるというお話しには参加されたスタッフ多くの方

ただいた気がしました。

に、失敗から学ぶ大切さ、現状に満足せずに常に挑戦す
る気持ちを持ち続ける事を教えていただきました。

最後になりますが、事業協会、
プロテニス協会のスタッ
フの皆様ありがとうございました。また 80 名の現場ス

午後はコロシアムでレッスンの考え方についてのオン

タッフを参加させていただいた経営者・支配人の皆様に

コートセミナーです。下記 18 項目を具体的に説明して

もご尽力いただき誠にありがとうございました。コーチ

いただきました。①「コーディネーション」②「手出し

部会では今後も このコーチのレッスンをまた受けたい

のいろいろ」③「段階的レッスン」④「コーテーシース

と思ってもらえるセミナーを企画し、一緒に勉強してい

トローク」⑤「宣言ラリー」⑥「アプローチそしてボ

きたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。
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フロント・ステップアップ・アカデミー

第23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

日頃より、フロントステップアカデミー（FSA）に
毎回多数参加頂き、ありがとうございます。
今回は「クラブ・スクール集客の成功事例を学ぶ」と

大園

久美子

りすぎないようにと情報をしっかりと共有している所が
素晴しいと思いました。
テニスの話題に弱いフロントの方を中心にオンコート

題し、トップインドアステージ相模大野の児玉維賢様、

での研修を行ったりして、フロントの方にテニスを知っ

スポーツゾーンジップテニスアリーナの川田貴浩様、善

てもらうようにしているとの事です。フロントの方は、

福寺公園テニスクラブの野田照彦様に事例をお話しして

お客様とコーチの架け橋となってもらうとおっしゃって

頂きました。それぞれ工夫し、集客に繋げている内容は

いました。全員でコミュニケーションを取る姿勢が新規

とても勉強になりました。

や継続に繋がっているのだと思いました。

先ずは、トップインドアステージ相模大野の児玉様の
お話でした。
集客の内容を体験、入会、継続の 3 つに分け、焦点を
絞って活動を行っているとの事でした。

最後に善福寺公園テニスクラブの野田様のお話は、
「マ
ニュアルはいらない。自分の家族や友達だと思って対応
する。全てはお客様の笑顔の為に」をモットーに教育を
行っていると熱く語ってくださいました。

体験では、近隣の方に浸透させようと、TV で話題に

まずは来てもらう事。常に人が居る状態にしたい、地

なっている時に合わせて「マッサージのやり方」を付け

域にそんな印象を持たせたいと、毎年春と秋に「善福寺

たロストボールを配布したり、数回試せる４回体験レッ

祭り」を行い、地域の方々に参加して頂く事を目的とし

スンを新設し募集した所、３ヶ月に約 10 件の体験申込

て行っています。毎年、500 名の方が来館されるそうで

みがあったそうです。クロージング時は必ずお名前を呼

すが、テニスへの入会は殆どないそうです。それでも、

んで対応する、
誰がやっても 70 点は取れる体験フォロー

地域に還元出来れば良いとおっしゃっていました。

を作成し実施しているそうです。その中で、
「最初の声

その他にも、常に「笑顔を追及」、「利益は後からつい

掛けの一言を決めておく」とあり、全員が統一して同じ

てくる、沢山の方を笑わせる事が大事」と関わる事の根

ように入会を促す事が出来るのだと思いました。継続に

本的な事をお話しして頂きました。

関しては、退会の手続きをされている方の名札に印を付

このように、どの方も熱くお話ししてくださいました。

け、コーチだけでなくスタッフ全員が声掛け出来る状態

成功事例を聞く事で、各スクールお互いの刺激となりま

にして阻止に繋げている事に本気さを感じました。

すし、沢山の気付きを得たと思います。本日聞いた内容

次にお話ししてくださったのは、スポーツゾーンジッ
プテニスアリーナの川田様です。フロントの方は全員ア
ルバイトだそうですが、ベテランの方がお客様の事を全
て把握し対応している事や、朝礼・終礼ではその差があ
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副部会長

を少しでも活かし、スクールに来て下さる皆さんが笑顔
で楽しんで頂けるよう、発信していきます。
この度は、お話をしてくださった児玉様、川田様、野
田様、ありがとうございました。

安全委員会セミナー報告

安全セミナー「防災体験ツアー」開催報告
安全委員会

４月８日東京消防庁本所都民防災教育センター「本所

委員長

金田

彰

都市型水害体験においては、水没した際ドアを開けら

防災館」におきまして安全セミナー「防災体験ツアー」

れるかどうかを実際の水深に合わせ体験いたしました

を実施いたしました。

が、水の力の強さそして重さに全員が驚きました。火災

オリエンテーリングの後防災シアターにおいて、災害

の際の煙の体験等、時間の関係で受講できないものがあ

の恐ろしさを再度確認し、いざ実践。
実際に消火器を使っ

りましたが、また次回の開催の折には体験したいと参加

た消火体験、消火器の正しい持ち方から指導を受けまし

者各位から感想をいただいております。本セミナー開催

た。そして地震体験では神戸の震災の際の震度、東日本

にあたりましては、増井副会長が葛飾区消防団長である

大震災の時の揺れを体験し、再度日頃の備えの重要性を

ことから、多大なるご協力を賜りました。この場を借り

感じました。

て御礼申し上げます。
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気をつけましょう！この季節
■夏に向けて
梅雨から夏に向かうこの季節、湿度や気温差など、プ
レーヤーの体調に支障をきたす要素がたくさんありま
す。本人が気づかないケースも少なくありませんので、
施設サイドからもしっかりケアをしてあげましょう。
１．スタッフへの安全管理喚起
春からの新人スタッフもレッスンや業務に慣れてくる
頃です。慣れた頃こそ、基本をしっかりと。安全管理に
ついて再度研修してみることも大事だと思います。
２．無理の無い判断を
天候不順の続く季節です。アウトドアコートは使用出
来ない日が続くこともあり、何とかレッスンをしたいと
いう気持ちが生まれます。しかし、コート状態をしっか
り見極め、安全が確保された状態での使用を徹底しま
しょう。無理なコート使用は大怪我に繋がる場合があり
ます。
３．天候の急変に注意！
晴れていても突然の雷雨など、大気の状態が不安定な
季節です。ピンスポット天気予報や空模様に注意し、落
雷の危険回避などにも留意しましょう。
４．こまめな水分補給を
体の水分蒸発も激しい季節です。こまめな水分補給を
勧めましょう。コーチもレッスンコートに水分を持って
いくようにしましょう。水分補給は熱中症の防止にも役
立ちます。
５．湿度に注意
高温だけでなく、多湿も体調に大きく影響します。
湿度の高い日は運動量の調節を心がけましょう。
６．氷はありますか？
アイシングや飲料用など、
氷の消費が激しい季節です。
熱中症の対応にも氷が必要になります。冷蔵庫の氷が切
れないように常にチェックしておきましょう。
《ポイント》
お客様の様子をよく観察し、変化を見逃さないことが
大事です。

救急箱の中身は大丈夫？
◆救急箱には何を準備していますか？
定期的にないものを確認していますか？
スクールやクラブではレッスン中やプレイ中に怪我を
おこす場合がありますがスタッフの方はどのような対応
を取っているでしょうか？
まずは生徒さんの怪我の状況を確認して状況に応じて
初期の怪我の対応をしていきます。場合によっては救急
車を呼んだり、AED の使用も必要になるかもしれませ
ん。
（AED の設置がないスクールやクラブもあるかも知

18

れませんが、テニス事業協会としては設置をお勧めして
います）
一番大事なのは初期の怪我の対応になります。その対
応によっては怪我の大きさが後に変わるケースもあるの
でしっかりと対応していかないといけません。その時に
必要なものがなくては良い対応が出来ませんので日ごろ
から準備をしておきましょう。
今回は救急箱について最低限必要なものを紹介させて
いただきます。
（怪我の一例）
捻挫・打撲・擦り傷・目の損傷・こむらがえり・肉離
れ、などが多く見られますが、ひどい場合は、アキレス
腱断裂・骨折・意識障害なども考えられます。
軽い怪我については十分、救急箱のもので対応が可能と
なります。
（救急用品一例）
軽い怪我については以下の物が準備されていれば対応
できるので皆様のスクール・クラブと比較してみてくだ
さい。（その他、施設の状況に応じて必要な場合は別途
準備してください）
コールドスプレー・シップ・氷嚢・三角巾・テーピング・
筋肉保護収縮テープ（ターボテックス、キネシオなど）
・
絆創膏・消毒液・綿・包帯・眼帯・etc
※擦り傷に関しては消毒液を使うよりも水でよく洗うだ
けの方が良いと言われています。消毒液の薬の力が強く
皮膚に炎症を起こすケースもあるようですがバイ菌は入
りづらいようですのでケースバイケースで使い分けると
よいようです。
（飲み薬について）
スクールやクラブによっては、飲み薬を置いている所
もあると思いますが、飲むことによって体調を崩すこと
や消費期限もあるため、しっかりとした管理が必要にな
りますのでご注意ください。場合によっては飲み薬に関
しては設置しないことも検討ください。
（定期的な管理）
怪我が起こったときに救急箱はあったとしても、置い
てある場所がわからなく時間をかけてしまったり、必要
なものがなくなっていると、しっかりとした対応が出来
ませんので管理する方法を決めておく必要があります。
まずは、救急箱の設置場所を決めておくこと、そして
管理担当者を決めておくことや救急箱の中身のリストを
作成して、数がどのくらいなくなったら発注をかけるの
かを決めておくと救急箱の管理
が上手くいくと思います。
各スクール・クラブで一度救
急箱に関して確認し今後の対策
を検討してみてください。

アメリカテニス事業協会（TIA）情報

今テニスをするべき10の理由
報告：理事

アメリカテニス事業協会（TIA）は、BNP パリバ大

６．テニスは人生の先生：

飯田

浩一

テニスをする人は（特に若

会の開催される３月３日を「世界テニスの日」として、

者）、道徳を身に着け、スポーツマンシップを知り、

業界挙げてのテニス普及の日としています。

責任感を持ち、ミスをどう乗り越えるか学び、自律

今年はこの「世界テニスの日」に合わせて、
「今テニ

や秩序を守り、競争の仕方を知り、プレッシャーや

スをするべき 10 の理由」というメッセージが発信され

逆境を乗り越え、健康習慣を身に着け、チームワー

ました。もちろんテニスをする、始めるきっかけは人

クを学び、
、、 と、さまざまなことをテニスから教

それぞれで何百とあるはずですが、TIA はそのなかの

えてもらえます。

トップ 10 を挙げています。そしてその「理由」を読ん

５．テニスなら何でも手に入る：

で、
「自分も今すぐコートに行きたい」と思った人は、

間を作りたい？

PlayTennis.com というウェブサイトを訪問し、そこに

たい？

待っている何人もの
「見込みテニスパートナー」
と出会っ

や全国大会に出たい？

試合をしたい？

チームで喜びたい？

家族や友達と過ごしたい？

仲

体を動かし
トーナメント

テニスならそのすべてを満

たしてくれます。

てください、と言う仕掛けです。
今回はこの 10 の「テニスをする（べき）理由」につ
いてご報告します。まずはランク 10 位から。

４．テニスは楽しい：

テニス技術に関わらず、またど

んな年齢であっても、10 and Under Tennis（play
& stay）から、スーパーシニアリーグまで、しっか

10．テニスをすると長寿になる：

世界中の多くの科学

者や医者は、テニスについて、身体的のみならず、

り運動しているのにとっても楽しい、それがテニス。
３．テニスは気分を一新させる：

テニスをするには感

精神的、感情的にも大いに活性化され、メリットが

覚が鋭敏である必要があり、
戦略思考が必要であり、

多い運動として指摘しています。テニスをすること

問題解決力が必要である。そしてある種の研究によ

によってあなたの寿命が延び、あなたの毎日が生き

れば、そうした能力開発によって、生涯を通じた脳

生きとしてくるのです。

の発展進化を促進することが証明されている。

９．テニスはより幸せな人生をもたらす：

テニスは、

２．健康な体つくり：

テニスでのコンスタントなフッ

ジムでのよくあるマシン運動と違って、身体と精神

トワークとストロークは、カロリー消費、筋肉増強、

を同時に喜ばせることが出来ます。なぜならテニス

関節可動域拡大、に最適であり、高いレベルでの身

は大胆なプレーができ、活動的で、ストレスはたま

体調和、全体的な健康維持と運動機能強化を実現さ

らないし、楽しい会話もあるわけで、プレーヤーは
間違いなく、より幸せになれるのです。
８．テニスは社交的： コート上でもコートを離れても、

せる。
そして堂々の第一位の理由は、
１．テニスは一生のスポーツ：

小さな子供の時からお

あなたはテニスをすることで友達が作れます。さま

年寄りになるまで、身体的、精神的、社交的なメリッ

ざまな交流やおしゃべりがその友人たちとできるの

トを享受出来るスポーツは、テニスだけ。

はもちろん、
時にはビジネスのきっかけも作れます。
７．テニスは家族スポーツ： 年齢、性別、運動レベル、
人種、
スキルにかかわらず、
家族皆で楽しめるスポー

まさにメリット満載のスポーツこそ「テニス」という
わけです。

ツはテニス以外に見当たりません。
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スジガネ君、テニスを語る

達人のラケットには神経が通う
東戸塚松原テニススクール

テニスでも上級者を超え、私くらいの達人の域に達す

松原

雄二

神経を通わせてしまうのです。

ると、ラケット面にまで神経が通うようになる。そうな

じゃあ次はテニス、この箸の使い方をもう少し大きな

れば、ボールを自在に操って、思い通りのボールで相手

ラケットに当てはめてみます。ストロークを打つときに、

をほんろうできる。それには、もちろん愛情をこめて使

インパクトの当たり面がボールをとらえる瞬間を感じて

い込んだ高級ラケットでなくてはいけないし、さらに

みましょう。当たる瞬間に握りしめるとかうまく力を抜

30 年を超える厳しい修行が。そうすれば、ボールと接

くとか、そんな難しいことは考えずに当たる瞬間の触り

触する時のタッチの繊細さ、面の向き、ボールのこすれ

心地を感じてください。そしてもう一つ、その時の垂直

感までが絶妙に伝わってくるのだ。と話してみたが、こ

面でボールを捕えるラケット面の向き、形もイメージし

こまでの話は真っ赤なウソ。最後のタッチや面の向き、

ましょう。さらに、飛んでくるボールの線、飛び去って

こすれ感までが絶妙に伝わってくる、のくだりは本当だ

いくボールの線もイメージです。
トップスピンだったら、

が、別に達人じゃなくても、それほど使い込んだ高級

斜め下からボールに当たっていくラケット面をイメージ

ラケットでなくても、天才じゃなくても、ちゃんと段取

し、ボールを捕える感触を味わう。スライスでもスピン

りを踏めば大丈夫。今回は、普通の人もできる、神経を

サーブでも、打点に入っていくラケット面ととらえる感

ラケット面にまで張り巡らせるコツについてお話ししよ

触を感じる。そして先ほどのボールの線との対照を何本

う。

も繰り返す。これが練習なのです。これで安定した打球

ところで、まずはごく一般の道具を使いこなす話。人
間のみなさん、特に日本人は、自分がご飯を食べるとき

を打つことができ、試合中にも当たる瞬間を無意識に感
じるようになるのです。これが達人の域。

に箸をどのように使っているか知っているだろうか。何

努力しているのにうまく打てない人たちの中には、私

本もの指で微妙に２本の棒を持ち、その棒の先を繊細に

の話を聞いたり、見本を見て、フォームがちゃんとでき

コントロールしてご飯を茶碗の中でつまみ、米粒をつぶ

ているのに、いまいち打球がコントロールしきれないと

してしまわない軽いタッチで、口まで運ぶ。このすば

いった話をする人がよくいます。こういう人たちの多く

らしい達人の技、どれだけの人ができるのだろう。とい

が、聞いてみるとインパクトを感じていない。神経がラ

うほどの話ではなく、実は普通の運動神経の人なら、だ

ケット面にまで張り巡らされていないことに気が付きま

れでもできる。じゃなければご飯を鼻に入れてしまう

す。努力が先ほどの対照作業を伴わず、苦行のみで効果

か、飢え死にするか、指で直接つかんで食べるかしてい

が上がらない。人間の身体は指の先まで神経が行き渡っ

るはずだ。さあ、この箸を使う技だが、ご飯をつまむと

ています。もう少し先のラケット面くらいは、ちょっと

き、あなたはどこを感じているのだろうか？人差し指の

感じるだけ、意識するだけで十分に神経を持たすことが

筋肉？支える親指？試しにやってみるといい。どうでし

可能なのです。そして、神経の通ったラケットで打てば、

た？そう、
箸の先がどう動くかだけを感じているのです。

ボールをコントロールできないわけがないのです。

いろいろな指や手のひらの筋肉、もちろん腕の位置を決

さて、うちのス

めるそのほかの筋肉も、箸の先の位置や動きをイメージ

クールでは神経入

したら勝手にその動きができるように反応していたで

りストリングをラ

しょう。

ケット面まで注入

そう、箸を使うときに、あなたたち人間は、箸の先に

したラケットを１

神経を通わせているのです。そしてその動きを感じ自在

本 20 万 円 か ら 取

に動かすことができる。そのうえ、つまんだご飯のかた

り揃えています。

さ、炊き具合までも感じとることができるのです。使っ

あなたも１本いか

たのは先祖伝来の象牙の箸ですか、
それとも、
柘植の箸？

がですか。

えっ、コンビニ弁当についてきた割り箸ですか。ちょっ
とビックリですね。あなたの偉大な才能は割り箸にまで
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スジガネ君と代筆

通信
『人事・労務コラム「パート・アルバイトの人手不足が深刻化、
人材確保のポイントとは」』
牛丼チェーンが人手不足で続々閉店に
厚生労働省が先月発表した 2014 年３月の有効求人倍率は、
前月から 0.02 ポイント上昇した 1.07 倍で 16 ヶ月連続で改善
し、2007 年６月以来、６年９ヶ月ぶりの高水準となってい
ます。アベノミクス効果の影響か、長かった景気低迷をよう
やく脱しつつある感がありますが、一方では飲食や小売業界
などを中心に人手不足の懸念が高まっています。
例えば、大手牛丼チェーン「すきや」が、アルバイトの人
員を確保できず、最大で全国 100 以上の店舗で一時休業や時
間帯休業の措置を取り、それ以外にも深夜・早朝営業を休止
するなどしています。こうした人手不足の影響は、パート・
アルバイトの賃金にも現れており、最近各企業が発表した賃
上げ状況によると、流通最大手のイオンがパート・アルバイ
トの時給を平均 9.34 円（1.06％）上げるなど、賃上げの流れ
が本格化しています。
今後ますます進展する少子高齢化による若年労働力の減少
が、こうした人手不足を更に深刻化させることになるでしょう。
パート・アルバイトの戦力化を通じて人材を確保するための
ポイント
このような人手不足は今後、テニス事業場においてもコー
チやフロント・事務スタッフなど、パート・アルバイトの採
用に影響が出ることが懸念されますが、大手企業は採用活動
を強化しており、最近の求人媒体やハローワークの募集要項
を見ると、時給がかなり高騰しているのが分かります。規模
に劣る中小のテニス事業場が時給競争に参戦するのは得策で
はないので、別のアプローチから人材確保策を考える必要が

あります。
特に期待できるのが、「女性の活用」、「パート・アルバイ
トの正社員化」、「パート・アルバイトの教育・研修」といっ
たアプローチです。長く安定的に働きたいと希望するパート・
アルバイトの人達は多いので、正社員転換制度を整えたり、
教育・研修を強化したりすることで、自社の職場環境の魅力
が高まれば、採用に良い影響が出たり、既存スタッフの定着
UP につながることが期待されます。実際に、大手カジュア
ル衣料「ユニクロ」は昨年、全国のパート・アルバイト１万
6000 人の正社員転換を発表し、多様な働き方を認めること
で人材定着を図っています。
パート・アルバイトの活用に最適な助成金「キャリアアップ
助成金」
とはいえ、パート・アルバイトの処遇改善や教育・研修の
実施には費用がかかるため、中小のテニス事業場で取り組む
のは難しいとお考えになるかもしれません。そのような場合
に有効なのがハローワークで受け付けている助成金「キャリ
アアップ助成金」です。この助成金は、パート・アルバイト
等の社員に、企業内でのキャリアアップ等を促進するための
取組を実施した事業主に対して助成します。
助成金を受けるにはいくつかの要件を満たさなければなり
ませんが、支給された金額は返済不要のお得な制度ですので、
是非一度ご検討してみて下さい。
助成金の主なポイントは以下にまとめております。詳細は管
轄ハローワークまたは社会保険労務士法人プロジェストまで
お問合せ下さい。

主な助成内容（ポイント）
助成額 （ ）の数字は大企業＊
①正規雇用等 正社員転換制度を規定し、パー 有期→正規：１人当たり 50 万円（40 万円） など
転換コース
ト・アルバイト（有期社員）を < １事業所当たり 15 人まで >
正社員に転換した場合 など
② 人 材 育 成 パート・アルバイト（有期社員）・Oﬀ‑JT ＜ 1 人当たり＞
コース
に、職業訓練（Oﬀ‑JT、
OJT）行っ
賃金助成：１ｈ当たり 800 円（500 円）
た場合
経費助成：訓練時間数が
〜 100 時間 10 万円（７万円）
100 〜 200 時間 20 万円（15 万円）
200 時間〜 30 万円（20 万円）
＊実費が上記を下回る場合は実費を限度
・OJT ＜１人当たり＞
実施助成：１ｈ当たり 700 円（700 円）
＜１年度１事業所当たりの支給限度額は 500 万円＞
③短時間正社 短時間正社員制度を規定し、① １人当たり 20 万円（15 万円）
員コース
雇用する労働者を短時間正社員 ＜１年度１事業所当たり 10 人まで＞
に転換し、または②短時間正社 ＊Ｈ 26．３．１からＨ 28．３．31 までの間に、パート・アルバイト（有期社員等）
員を新規で雇入れた場合
を短時間正社員に転換した場合 30 万円（25 万円）
＊上記の他、「処遇改善コース」
、「健康管理コース」
、「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」があります。詳細は、社会保
険労務士法人プロジェストまでお問合せ下さい。
＊大企業は、
「資本金 5,000 万円超」かつ「職員数 100 人超」の場合に該当
■ご相談は
社会保険労務士法人プロジェスト
担当：及川まで

TEL 03-6439-5585 FAX 03-6439-5580
E-mail ： roikawa@proggest.co.jp
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通信
『税制コラム Part ⅩⅩⅣ
「税制改正で変わる交際費の取り扱い」
』
❖

今回は、平成 26 年度税制改正大綱でも取り上げ

得意先に 3,000 円相当のお中元・お歳暮を贈っ

られ、企業にとって日常的な経費項目である、今話

た場合

題の

交際費について解説致します。先ずは、本題

→相手方に対する贈答を目的として行われるも

の税制改正による交際費の変更点に触れる前に、
「ど

のであり、金額の多寡にかかわらず交際費とな

ういうものが交際費？」
「飲食費は経費として認め

ります。よく単価が 3,000 円以下の少額物品の

られるの？」など、知られているようで知られてい

贈答については、交際費にしなくてもよいなど

ない交際費の概要と税務上の取り扱いについて簡単

という噂を耳にします。しかし、これは誤り

におさらいしましょう。なお、
交際費課税の規定は、

で、少額物品を交際費としなくてもよいとされ

企業の大小によって取扱いが異なりますが、今回は

ているのは、リベートを物品で交付する場合や

資本金の額が１億円以下の中小企業についてのみ解

景品引換券付販売の景品とする場合です。お中

説します。

元・お歳暮は交際費となりますのでご留意くだ
さい。

１．交際費とは
そもそも交際費に税法上の取り扱いが設けられて

❖

一部の社員のみで飲みに行った場合（社内飲食
費）

いる趣旨ですが、それはムダ使いを少なくし、企業
の体力向上に努め、企業体質の強化を図るという政

→社内接待費として交際費に該当します。金額は

策的な意図からです。このような意図から交際費を

関係ありません。得意先との親睦を目的とした

費用にできる金額に制限が設けられています。税法

飲食費の場合は、１人当たり 5,000 円以下の飲

上、交際費とされるものでも、経理上は会議費や厚

食費（社内飲食費を除く）は、一定の要件（そ

生費など、他の科目に計上されることも多く、税務

の飲食等のあった年月日、参加した取引先の氏

調査などでは比較的問題となりやすい科目です。交

名名称その関係、参加人数、金額並びにその飲

際費に該当するかどうかの判断について参考となる

食店、料理店等の名称及びその所在地が記載さ

事例をいくつかご紹介していきます。

れた書類を保存していること）の下では交際費
に該当せず、全額を費用にできます。

❖

得意先等を接待した際に、その得意先等の送迎
のタクシー代を負担した場合
→タクシー代は通常、旅費交通費ですが、税法
では接待をするためにかかった間接的な費用も

２．平成 26 年度税制改正
それでは、いよいよ本題の税制改正による交際費
の変更点を解説しましょう。

交際費に含めます。また、接待後、接待した側

交際費の取り扱いは、近年改正が続いているた

の自社の役員又は使用人が帰宅するために利用

め、改正前の交際費課税の変遷も踏まえてご説明し

した場合のタクシー代も交際費に該当します。

ます。

平成 21 年度改正（平成 25 年 3 月 31 日以前に開始した事業年度）
⟬          ᘧ

        ᨭฟ㝿㈝➼ࡢ㢠ࡀ
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22

ᨭฟ㝿㈝➼ࡢ㢠
ᨭฟ㝿㈝
➼ࡢ㢠

㸫600 



+

10㸣

600   10㸣

ᦆ㔠

㸻 ⟬ධ㢠
ᦆ㔠

㸻 ⟬ධ㢠

通信
支出した交際費の額が 600 万円以下であっても、その内の 10％は費用として認められていませんでした。
平成 25 年度改正（平成 25 年４月１日以後に開始した事業年度）
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支出した交際費の額が 800 万円以下なら全額費用として認められるようになりました。
平成 26 年度改正（平成 26 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度）
（パターン①）
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OR
（パターン②）
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今回の改正により、上記②パターンから有利な方

す（資本金の額が１億円を超える大企業については、

を選択できるようになりました（800 万円以下の交

これまで全額費用にならなかったのが、今回の改正

際費について全額費用にする場合と、接待飲食費の

で接待飲食費の 50％を費用として認められるよう

50％を費用にする場合）
。接待飲食費の 50％を費用

になった）。

とする場合に注意して頂きたいのは、交際費全体の

消費税増税により、消費の落ち込みを抑制するた

50％分ではなく、
「接待飲食費の 50％分」だという

め、
これまで交際費が全く費用として認められなかっ

ことです。そのため、接待飲食費以外の交際費（例

た大企業に目を向けた政策的な改正であれば、改正

えばお中元、お歳暮）は全て費用として認められま

を機に大企業が接待飲食費を例年より多く使用する

せん。こちらの方が有利になる場合は、接待飲食費

ことで、景気回復の一助になればいいのですが…。

の額が年 1,600 万円を超える場合です。
株式会社青山財産ネットワークス
ほとんどの中小企業は接待飲食費の額が年 1,600

コンサルタント

公認会計士

03-6439-5801

FAX

沼野

万円を超える場合は稀であると思われます。そのた

TEL

め、今回の改正は一部の大企業向けと言われていま

E-mail : tt.numano@azn.co.jp

鉄也

03-6439-5850
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庭 球 人 語

其の二六

批評家
福島の原発事故の初期対応について、マスコミは
「菅首相がジタバタした。
」と批判した。
「福島から撤退するな！」
「東京電力の報告は信用できない。
」
「自分で見に行く。
」
これに対し、このマスコミ報道は取り上げるとこ
ろが違うという人がいた。
「一国の首相なら、ジタバタするのは当然。逆に
首相がふんぞり返って誰かに任せて、自分はじっと
していたらどうだったのか？事態はよくなったとい
うのか？」
それを聞いた時、気分がスカッとした。
別に菅首相の肩を持つわけではない。
最近のマスコミは必要以上に視聴者受けを狙いす
ぎているって思ってたので、この発言で溜飲を下げ
たのである。
今 や テ レ ビ を つ け れ ば、 ニ ュ ー ス で も ワ イ ド
ショーでも、
「コメンティター」なる人たちが何人
も並んで座っている。
そして起こった出来事をもっともらしい顔で、
「あ
あだこうだ」と批評をしているのだ。

その後で、
「こうした方がもっと良くなります
よ。」ってアドバイスをするよね。
そう考えていて、気がついた。
管理職だって、一生懸命仕事をしている部下たち
に対して、「指導」っていうコメントを述べる「コ
メンティター」である。
そして管理職も批評家じゃないから、部下たちを
批評して仕事が終わるはずがないよね。
だったら、コーチと同じなんだよね、きっと…。
まずその人の良いところを見つけて、褒めてあげ
たり、ねぎらったりする。
その後で、「こうしたらどうだろうか？」ってア
ドバイスをする。
つまり、
人が一生懸命やっていることに対しては、
それがうまくいっていてもいなくても「敬意」を表
する。まずそれが大事だと思う。
次に、
「こうしたほうがもっと良くなるんじゃな
いかなあ。
」とか「こうしたらどうだろうか？」とか、
「将来的」なアドバイスを「謙虚」にすること。
その２つが大事って思う。

批評家は気楽である。
自分じゃ何もしないくせに、一生懸命やってる人
たちの、やってるがゆえに出てしまうミスを、針小
棒大にまことしやかに批判すればいいんだから…。

「テニスのコーチは『つぶし』がきかない。」と言
われてるけど、コーチの仕事の中にだって、他の仕
事に共通する大事なことが含まれている。
コーチが「人対人」の職業である以上、すべての
仕事に通じることを学んでいけるはずである。

そう考えていて、ふと気がついた。
私たちコーチも、一生懸命テニスをやってる人た
ちに対して、「アドバイス」っていうコメントを述
べる、いわば「コメンティター」である。
でもコーチは批評家じゃないから、
「あなたのフォ
アハンドの打ち方、あれはどうかと思いますよ。
」
なんて言わないよね。
まずその人の良いところを見つけて、褒めてあげ
たり、ねぎらったりする。
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だからコーチっていう職業に、もっと「誇り」を
持っていいんじゃないかなあ。
ただ、毎日決められた時間に、決められたコート
に立って仕事をするコーチたちは、少しだけ受身で、
あんまり振り返ったり考えたりせず、自分から道を
開こうとしない者が多いのかもしれない。
あ、いけない。「批評家」になっちゃった。

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
サントリーコーポレートビジネス株式会社
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 3F
Tel. 03-3479-1528
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 4-2-10 坂田ビル 5 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
〒 108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館 4F
Tel. 03-5730-1213
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
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 1-9-4 五反田宏陽ビル 7F・5F
Tel. 03-3473-5168
担当
株式会社ビーシーセンター
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. 03-3209-6111
担当
社会保険労務士法人プロジェスト
日常の労務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

有田

能正

益子

太一

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

長友

秀樹

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東京株式会社
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
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
株式会社ウエルビィー
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
株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ
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 GNE
株式会社 JTB ベネフィット
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
日本体育施設株式会社
有限会社パワースポーツ
株式会社フュービック
ブリヂストンスポーツ株式会社
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
ミヅシマフィールド株式会社
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
株式会社ライフターゲット
株式会社ランドマークジャパン
有限会社リバティヒルバケーション
株式会社 WOWOW

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
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
LED・空調機器その他
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
省エネ・省コスト事業全般
福利厚生事業、健康支援事業、生活設計支援事業、CRM 支援事業
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
各種運動場の基本計画・設計施工・請負及び監理等
エネルギー栄養補給食品、スポーツ飲料、スポーツウェア他販売
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
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
スポーツ施設の企画・設計・施工
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
海外テニス留学斡旋、ホームページの製作、テーピングテープの販売
スポーツ施設向け LED 照明の開発・販売等
旅行業
衛星を経由した有料放送事業
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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。

︵ラブゲーム︶
game

１箱
（100枚）1,080円（税込み）※送料別

第二十五回テニス川柳 優秀作品

マークとチャレンジ25キャンペーンのロゴ

広報委員会テニス川柳担当委員会選

無理をして なんばしよっと そのショット
武田哲也
桂木分子
スマッシュの ボールが来たら いらっしゃ〜い
ロジャー デービス三世
コート上 技と心の 試し合い
読み人不明
ロブチェンジ 頼りの味方 行方不明
ラフとラブ 変わった所点と点 ひとつが僕でひとつがお前
ケンとメリー
太郎と花子

Love game君との試合 ０

（公社）日本テニス事業協会では協会ロゴ

編集後記
皆様こんにちは！
この度、広報委員長を引き継ぐことになりました吉田
です。
まず初めに永年にわたり、素晴らしい JTIA News を編
集して下さった金田様に心より敬意を表すとともに、御
礼を申し上げます。
５月にテニス界では、錦織選手がトップ 10 入りする
というとても素晴らしい News がありました。現在（こ
の記事を書いている）サッカーワールドカップの報道で
大変盛り上がっていますが、正直メディアのテニスに対
する取り上げはとても少なく感じています。
2011 年に日本は竹内監督のもとインド戦に勝利し、27
年ぶりにワールドグループへ復帰しました。
そして 2014 年植田監督の指揮下で、日本の男子テニス
は世界の８強に入りました！
世界ランキングも 13 位です！
しかし日本の監督や選手の名前はテニス界以外の人達
にどれだけ伝わったでしょうか？
サッカーの監督は日本中の子供たちが知っているのに
…
テニス事業を盛り上げていくためには、テニスが国民
の共通の話題になるような仕掛けが必要だと感じていま
す。この News を通じてたくさんのご意見を頂きながら、
皆様と一緒にテニス事業の発展に向けた情報発信が出来
ればうれしく思います。
ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
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