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過日、編集、発売されました「レジャー白書2014」（公益財団法人日本生産性本部）より統計資料
や調査結果からの各種データをご報告いたします。

※（公財）日本生産性本部 〒150-8307 東京都渋谷区渋谷3-1-1 生産性ビル
TEL.03-3409-1125 （レジャー白書2014は１冊7,000円＋税）

「レジャー白書」は、1979年より全国５万人以上都市に居住する15歳以上男女3,000サンプル（住
民基本台帳利用・層化二段無作為抽出法）を対象として、訪問留置法による独自アンケート調査を継
続的に実施してきた。

1987年より、これらに加え５万人未満都市および郡部の1,000サンプルによる調査を実施し、2000
年調査より、再び調査対象を従来の都市部3,000サンプルに戻した。2009年調査より、上記調査手法
をインターネット調査に変更した。2012年調査では調査種目を従来の91種目から新たに15種目を加え
て106種目とした。変更に際しては、可能な限り過去の調査手法との連続性を確保し、データの時系
列性を維持することに留意した。

本白書で用いる主な用語の定義は、以下の通りである。
参 加 率・・・ある余暇活動を、１年間に１回以上おこなった人（回答者）の割合。
参 加 人 口・・・ある余暇活動を、１年間に１回以上おこなった人口（全国、推定値）。

参加率に、2014年１月現在の総務省統計局の推計による15～79歳人口10,148
万人（男性5,024万人、女性5,125万人）を掛け合わせて推計。

年間平均活動回数・・・ある余暇活動をおこなった人の１人当たり年間活動回数の平均。
年 間 平 均 費 用・・・ある余暇活動をおこなった人の１人当たり年間活動費用の平均。

201３年の家計収支・消費の動き
～支出増で消費性向が２年連続上昇～

全国の勤労者世帯を対象とした『平均消費性向の推移』と『実収入・可処分所得の実額と名目・実
質増加率の推移』を下図に示します。
（出典：総務省「家計調査」）
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（単位：円） 対前年比（実質）（％）
実 収 入 523,736 0.4
可処分所得 426,234 －0.3
消費支出 318,707 0.9

食料 70,597 1.6
住居 19,781 －3.4
光熱・水道 23,068 －2.0
家具・家事用品 10,352 1.0
被服及び履物 13,709 0.6
保健医療 11,596 －0.6
交通・通信 52,344 2.7
教育 19,093 5.2
教養娯楽 30,864 1.9
その他の消費支出 67,303 0.5

平均消費性向(％) 74.8 0.9
但し「その他の消費支出」の対前年比は名目値。
「平均消費性向」の対前年比は、前年の値との差。

[家計収入・可処分所得]
2013年の勤労者世帯（２人以上世帯：平均世

帯人員3.42人）の実収入（１ヵ月間、年平均）
は523,736円で、対前年比実質0.4％増加した。実
収入から税金や社会保険料等を差し引いた可処
分所得は、対前年比0.3％減の426,234円となった。
実収入の実質増加率が2年続けてプラスとなった
のは、2006、2007年以来6年ぶりである。2012年
末から始まった円安・株高で消費が上向き、消
費者物価上昇率も2013年の半ばからプラスに転
じた。失業率も低下し、実質ＧＤＰ（国内総生
産）の伸びも年間を通じてプラスとなるなど、
景気は概ね期待感をもたれつつ推移した。

[家計消費]
2013年の家計消費支出の合計は318,707円で、

前年（2012年）の314,229円より4,478円増、物価
変動を考慮した実質で前年比0.9％増となり、実
収入を上回る伸び率となった。

科目別に見ると、「住居」「光熱・水道」など
がマイナスとなった一方で、金額の大きい「交
通・通信」「食料」や「教育」「教育娯楽」など
が伸びた。

伸びた科目のうち「交通・通信」（前年比実
質2.7%増）では、前年に大きな伸び（53.5%）
となった「自動車等購入」は、伸び率が落ちた
ものの9.2%のプラスとなった。

「食料」（前年比1.6％増）のうち「生鮮肉」
など「肉類」や「生鮮野菜」などの「野菜・海
藻」の消費は増えたが、「魚介類」については
「生鮮魚介」を除いてマイナスとなっている。
「飲料」は「コーヒー・ココア」「茶類」など
を中心に伸びた。「外食」も伸びている。

「教育」は「授業料等」がとくに伸びている。
「教育娯楽」は1.9％のプラスとなった。「教

養娯楽用品」（スポーツ用品やゲーム機、ゲー
ムソフト、ＣＤやＤＶＤソフトなど）が4.0％の
伸びとなったほか、「宿泊料」が10.5％増の2桁
の伸びとなった。テレビ受信料、スポーツや演
劇、映画、遊園地、美術館、博物館などの入場
料、スポーツ施設使用料を含む「他の教養娯楽
サービス」はほぼ前年並みだった（前年比0.3％
増）。前年に大きなマイナス（25.9％減）となっ
た「教養娯楽用耐久財」（テレビ、パソコン、
カメラ、録画機器など）はマイナス5.5％にとど
まった。

平均消費性向（可処分所得に対する消費支出
の割合）は2年続けて上昇した。

実収入・可処分所得の実額と名目・実質増加率の推移
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2013年の余暇時間と余暇支出
～働き盛り、子育て世代で乏しいゆとり感～

レジャー白書では、「余暇時間」および「余暇支出」について、前年と比べた増減についての調査
を1982年以来、継続的に実施している。このデータは、労働時間や家計消費支出の実態面の増減とは
別に、意識の上での「ゆとり」の変化を示している。

[余暇時間]
余暇時間の増減（時間のゆとり）にかかわる

経年変化と2013年の性・年代別結果である。余
暇時間が前年より「増えた」とする人は19.5％
となり、前年に比べて1.3ポイント低下した。20
09年の24.2％から4年続けて低下となった。余暇
時間が「減った」とする人は23.1％で、前年並
みとなった。「増えた」とする人の割合から「減
った」とする人の割合を引いた値を「時間的な
ゆとり感指数」として、その年の時間的なゆと
り感を示す数値ととらえると、この値は過去20
年間ゼロを下回っている。推移をみると2004年
まで低下、その後2009年まで上昇し、以降は横
ばいかやや低下傾向にある。

性・年代別にみると、「時間的なゆとり感指
数」がプラスになったのは、男性の60代以上、
女性の20代と50～60代で、特に男性の60代は余
暇時間が「増えた」とする人の割合が「減った」
とする人の割合を17ポイント上回っている。一
方で男性の30～40代は余暇時間が減ったとする
割合が大きく上回った。

[余暇支出]
「余暇支出」面のゆとり感の推移と2013年に

おける性・年代別結果を見てみよう。支出が「増

えた」とする人の割合は、2年続けて低下し、前
年を0.6ポイント下回ったものの、支出が「減っ
た」とする人の割合も、前年を3.1ポイント下回
った。この結果、「支出面でのゆとり感指数」（余
暇支出が「増えた」とする人の割合から「減っ
た」とする割合を引いた値）は、マイナス2.6ポ
イントとなり、前年より上昇した。「支出面で
のゆとり感指数」は、2010年以降上昇を続けて
いる。

性・年代別にみると、男女とも10～20代で「増
えた」とする人の割合が高く、特に10代が40％
を超えた。「支出面でのゆとり感指数」をみる
と、男性10代が32.4ポイント、女性10代が25.9ポ
イントと高い値を示しているのに対し、男女と
も中年層はマイナスとなり、なかでも男性の30
～50代と、女性の40代は2桁のマイナスとなって
いる。

男女とも働き盛り・子育て世代で支出面にお
けるゆとり感のなさが目立った。
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2013年の余暇～スポーツ・テニス産業・市場の動向～

○余暇市場、国民総支出、民間最終消費支出の推移 （単位：億円）

（単位：億円、％）

-0.2
-5.2
-0.5
5.5

2013年の余暇市場は65兆2,160億円となり、前
年の64兆7,260億円から0.8％と僅かではあるが、
11年ぶりに増加した。規模の突出して大きいパ
チンコ・パチスロを除くと、対前年比1.6％の増
加となる。これは、同時期の国民総支出が前年
比0.9％増加、民間最終消費支出は前年比1.8％増

加しているのと同水準の伸びである。
内情は厳しいが、多くの分野で回復傾向がみ

られた。いくつかの分野で年後半に消費増税の
駆け込み需要がみられたことも好影響した。と
くに、観光・行楽部門が2年連続して大きく伸び
たことも大きな増加要因といえる。
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成熟イメージのある余暇市場でも、マーケテ
ィング調査に基づき、消費者の嗜好やライフス
タイルに合わせた商品・サービスを提供できれ
ば、まだ伸びる余地がある。レジャーの多様化
やスマートフォンの普及、消費者の志向変化な
ど、外部要因を言い訳にする業界に未来はない。
破綻した企業の多い分野には、その再生ビジネ
スを手掛ける企業が参入し、立て直して好業績
をあげている。その際には、業界各社が容易な
他社追従や同質化を避け、独自の強みを発揮し
ながら成長路線を築いていくことが不可欠であ
る。また、業界が一丸となり取り組むべき課題
は、早急に対応を進めていかないと取り残され
る。

世界市場における日本市場の特殊性を”ガラ
パゴス化”と呼んで、自己否定する向きもある
が、日本の余暇市場の質の高い商品・サービス
は、世界市場でも優位性を発揮できる。海外に
積極的に打って出て、勝負することが企業体質
を強化し、結果的に日本市場においても強さを
発揮し、余暇市場を活性化させる。そうした新
たなレジャービジネスの地平が見え始めている。

2013年のスポーツ部門の市場規模は３兆9,180
億円、前年比0.1％のプラスとなった。５年ぶり
に増加した前年から、再び減少に転じることな
く踏みとどまった。とくに、用品市場の回復基
調が目立つ。

テニス用品の販売は引き続き伸び悩んでいる。
新規参入が伸びないなか、主力アイテムのラケ
ットに、購買意欲を刺激するような目玉商品が
出てきていない。アニメや映画によるマーケテ
ィング手法は相変わらず効果を発揮している。
「ソニー」は、対応テニスラケットのグリップ
エンドにセンサーを装着することで、ショット
を即時分析し、スマートフォンやタブレットで
専用アプリを使ってわかりやすく表示できる
「Smart Tennis Sensor」を2014年5月に発売した。
ショット数、フォアハンド・バックハンド・オ
ーバーヘッドのスイング種別、インパクト位置、
スイング速度、ボール速度、ボール回転のデー
タを記録し、その場で容易に可視化してプレイ
内容を確認できる。データが新しい楽しみ方を
広げ、上達や継続につながることを期待したい。

テニスクラブ・スクールの売上げは、横這い
となった。スクール生の数も、概ね横這い傾向
にある。2014年4月から「ＮＨＫ Ｅテレ」でテ

ニスをテーマにしたテレビアニメ『ベイビース
テップ』の放送が始まり、話題となっている。
かつてブームを巻き起こした『テニスの王子様』
と大きく異なるのは、本作の主人公が真面目で
几帳面な男子高校生であり、テニスの魅力に目
覚め、現実的な技術や戦術を磨き成長していく
点にある。アニメに登場する主人公の使用する
用具についてメーカーと提携するマーケティン
グ手法も注目に値する。リアルなテニスアニメ
としてテニス経験者に評価されており、今後こ
れを見た子供たちがテニスを始める、あるいは
テニス経験者が再び始めることが期待されてい
る。

「ノアインドアステージ」は、毎年スクール
を着実に増やし、今や関西・関東に21のテニス
スクールを展開している。近年は、稼働率が下
がり、費用対効果は若干低下してもハードコー
トを設け、選手の育成に力を入れている。世界
の大会で勝つには、日本国内に普及した砂入り
人工芝ではなく、目標とする大会で使用される
コートの特性に合わせた環境をつくり、そこで
練習する必要がある。コーチが実業団チームを
つくり、全国実業団対抗テニストーナメントを
はじめ、各種テニス大会に出て活躍している。

テニスの試合を楽しみ、プレーを継続してく
れるようＩＴＦ（国際テニス連盟）が開始した
グローバルキャンペーン「PLAY+STAY（プレー
・アンド・ステイ）」の10歳以下の子供向けプ
ログラム「 tennis10S」が徐々に広がっている。
一方、大人向けのプログラムについては、各事
業者が独自に優れたシステムを持っているため、
そのギャップが指摘されている。ティーチング
とコーチング、競技と楽しむこととのバランス
を含め、システムの応用が始まっている。

有明テニスの森公園と有明コロシアムで毎年
おこなわれている「有明の森スポーツフェスタ」
は、大いに盛り上がっている。プロ選手による
テニス教室、ソフトテニス体験教室、車いすテ
ニス体験教室、知的障がい者テニス教室、パド
ルテニス体験会、そして、元オリンピック選手
によるジュニア走り方教室・バドミントン体験
教室など、多様なテニスとそれ以外の運動・ス
ポーツを１日楽しめるイベントとなっている。
大阪市でも、靱庭球場及び靱テニスセンターで、
同様の取り組みを広げていく方針である。
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○テニスへの参加人口や参加率

○テニスに対する消費の実態
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開 催 要 項
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“もう一度、テニス事業を見つめ直す” 平成２６年１０月２１日（火）

平成２６年１０月２２日（水）
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　皆さん初めまして、クリヤマスポーツプロモーション
ズの木村成伸（しげのぶ）と申します。この度何度目か
のチャレンジで晴れてシニアテニスプロデューサーの仲
間入りをさせていただくことになりました。
　まずはテニスと私の出会いを少しお話させていただき
ます。最初にラケットを握ったのは中学 1 年の春で、し
かも軟式ラケットでした。当時田舎（四国）の中学校に
は硬式のテニス部はほとんどありませんでした。そもそ
も小学生の時、野球少年だった私は中学でも野球をする
つもりでした。ところが、入学した中学校には野球部が
無くソフトボール部しかありませんでした。そんなこん
なで何を初めようかと思っていたところ友人に誘われ軟
式テニス部に入部しました。
　当時の私のテニスの印象はぬるい・簡単・女性のスポー
ツといった感じでかなり舐めていました。ところが、実
際にやってみると空振りのオンパレードでした。自称四
国の張本勳（古い）さんの私にしてみればバットより大
きいラケットにボールが当たらないなんてことは屈辱で
しかありませんでした。それからの私は部活ではボール
拾いとランニング、家では壁打ちの毎日でした。そうし
ているうちに悔しさが楽しさに変わり、テニスというも
のが少し分かり始めました。
　高校から硬式テニスに変更し、大学でもテニスを続け
ていきたいと思い、ひとまずテニスサークルに入りまし
た。ただ、部活に入ってまでテニスに打ち込もうとは思っ
てはいなかったのが正直なところです。ではなぜコーチ
をしているのか ? と思われるかもしれません。
　当時、一人暮らしの私は家賃を親に出して貰っていま
したが、それ以外の生活費は自分で稼ぐというルールで
した。その為何のバイトをしようかと考えた時にテニス
も出来るし、お金も稼げるテニスコーチが一番かと思い
テニス雑誌を捲りました。
　そこで見つけたのが、かつて豊洲にありましたインド
アテニススクールでした。そこから私のテニスコーチへ

の一歩がスタートしました。ところが実際始めてみると
それはとても大変で稼ぐというよりも、まずはテニスの
技量を上げなければとても人様からレッスンフィーを頂
けるレベルではありませんでした。
　時にはナイター後、一人で球出し練習をしたり、空い
ているコーチを探しては練習をつけていただいたりして
いました。不器用な私は球出しがかなり下手で基準をク
リアするのに時間が掛かりアシスタントになかなかなれ
ませんでした。
　そうこうしているうちにアシスタントから自分のクラ
スを持てるようになり気付けば週 25 ～ 30 レッスン担当
していました。そうなると大学どころではなく、テニス
大学に編入したも同然でした。講義（本当の）よりもレッ
スン、レッスンの毎日でした。
　それはとても楽しく充実していました。当然就職活動
はせず、自分はテニスコーチが天職と思いそして気が付
けばバイトから社員となりテニスコーチとして今に至り
ます。大学時代だけのつもりで始めたバイトがそのまま
続けて行く事になるとは思っていなかったので「まさか
のテニス」と書かせていただきました。
そして、テニスプロデューサーとして私は何をするべき
か ? と考えました。
　一つは普及活動です。テニスの楽しさを一人でも多く
の人に知って貰いたいですし、そのためには自社でも子
供や大人のイベントを定期的に行いテニスをしたことが
無い人でも参加出来るようなものから、より競技志向の
ものまで様々な企画を作りたいです。
　それから、ご自身がプレーするだけではなく、錦織選
手や伊達選手などトッププレーヤーの試合を出来ればラ
イブで観戦して貰いたいです。
　中でもデビスカップ・フェドカップといった国別対抗
戦がサッカーの日本代表戦くらいに盛り上がって欲しい
ですし、その為には自分が率先して生徒の方達を有明コ
ロシアムに引き連れ、一緒に熱く応援し、テニスは個人

テニスプロデューサー紹介

テニスプロデューサーと
私とまさかのテニス

STP080091　木村　成伸



13

競技だけれども団体戦も面白いというところを知って頂
きたいです。
　2020 年には東京でオリンピックが開かれます。有明
コロシアムに日の丸を背負った選手達が金メダルをかけ
た試合を是非観てみたいです。（その時はスクールを臨
時休業します。栗山代表の了承が出ればですが）
　二つ目は継続です。会社が発展しながら続くこと、テ
ニスを既にしている方がいくつになってもテニスを楽し
んでいる。
　会社が存続する為には利益を出すことだけではなく、
社会的に必要とされること（地域貢献も含む）やスタッ
フが安心して勤めることが出来、より働きがいのある職
場にすること、人材を育成していくことだと思うので、
そういった環境を作る責任があります。
　テニスに怪我（突発性のものと慢性的なもの）はつき
ものですが、それはコーチが少しでもそうならないよう
に「レッスン中の注意や終わったあとのアフターケアの
お話をする」といったことで少なくすることが出来るの
ではと思います。
　以前 VIP・TOP グループ中嶋様の講習を受講させて
頂いた際に綺麗なフォームを教えるのは単に上達のス
ピードを上げるだけではなく、腰痛・テニスエルボーと
いった慢性的な怪我を減らすことにつながると教わりま
した。
　その当時の私は誰であろうとフルスイング、ボールが
いいところに入ったらそれがナイスフォームといった感

じでしたので、相当無理をさせていたのではと気づかさ
れました。生徒さんの中には 20 歳代の方から上は 60、
70 歳代それ以上の方までいらっしゃいます。今は大丈
夫でも数年後身体に異変が起こるかもしれません。
　それはその人から楽しみを奪うことになり、ひいては
テニスを嫌いになるかもしれません。それから、私は年
齢・体力にあった無理のないフォームを教えることにし
ました。
　現在私の担当クラスの中での最高齢は 93 歳のおばあ
ちゃまです。とてもお元気な方で百歳になっても変わら
ずやってそうです。
　三つ目は日々勉強です。選手上がりでない私には選手
としての実績・経験がありません。そんな私がコーチと
してやって行くには本を読んだり、ビデオ（今は DVD）
を見たり、セミナーに参加するといったことで知識を増
やすしかありません。今はネットが充実していて調べれ
ば色々なコーチの考えや練習方法を知る事が出来ます。
　それから、セミナーには積極的に参加するようにして
います。それは講師の先生のありがたいお話を聴くだけ
ではなく、同じ業界の方々との情報交換や繋がりを持つ
ことが出来るからです。特に若いコーチ・フロントスタッ
フの方もどんどん参加して頂き、お話を聴かせていただ
きたいです。
　最後にこんな私（話が長い？）ですが皆様これからも
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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テニスプロデューサー紹介

　この度「シニアテニスプロデューサー」の認定をいた
だきとても光栄です。
　「テニスプロデューサー」という資格との出会いは５
年前でした。当時、アシスタントマネージャーという立
場でテニスコーチをしながらフロント業務も兼務してい
ましたが、フロント業務においては業務経験が浅く、フ
ロントの方針策定やフロントスタッフ育成の難しさに悩
んでいました。
　そんな時、日本テニス事業協会からクラブ宛に送付さ
れていたテニスプロデューサー資格制度の情報が目にと
まり、「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り、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
を確立する」という資格制度の趣旨に心惹かれ、テニス
クラブやテニススクールの経営や管理について知識を広
めたかったこともあり、おもいきって資格取得にチャレ
ンジいたしました。
　社内にはテニスプロデューサー資格取得者がいなかっ
たため、特に何の情報もないまま、今思えば無謀にも難
度の高いシニアテニスプロデューサーの資格取得にチャ
レンジしたことを思い出します。3 日間 10 科目（当時）
の講習＆試験で、１日目から試験の難しさに「あきらめ
モード」に入ってしまいましたが、そんな状況でも悔い
のないよう試験直前まで勉強したことが功を奏し、シニ
アテニスプロデューサーの資格こそ取得することはでき
ませんでしたが、「テニスプロデューサーⅡ」の認定を
いただくことができました。正直、テストの出来が悪く、

「資格取得は無理だな」と思っていたので認定をいただ
けたときはとても嬉しかったです。
　すでに資格取得されている方々からは「大切なのは
資格を取得した後にその資格をどう活かすかだ！」と
言うことを良くお聞きします。私も資格取得後からは、

「テニスプロデューサーとして自分は何ができるだろう
か？」という意識に変わりました。
　翌年にはテニスプロデューサーとしての意義を考えつ

つ（資格を取ることだけが目的にならないように）、シ
ニアテニスプロデューサーへのアップグレードではな
く、段階的にテニスプロデューサーⅠのアップグレード
を目指しました。前回試験の教訓で「しっかり勉強しな
いと合格できない」ということがわかったので、基本 2
科目をみっちり勉強して再チャレンジ。無事、「テニス
プロデューサーⅠ」の認定をいただきました。
　人事異動による環境の変化から一昨年はシニアテニス
プロデューサーへのアップグレードは見送り、昨年 11
月に改めてチャレンジいたしました。（大阪開催という
ことで、わざわざ大阪まで行くのだから落ちる訳にはい
かないと自分を追い込みました！東京在住なので交通費
も高いし！（笑））　もともとシニアテニスプロデュー
サーまでは資格取得したいと考えていましたので、今回、
学生時代以来の勉強量で応用４科目の試験に挑み、何と
か 1 次試験（筆記試験）をクリア。その後、東京にて 2
次試験（大久保会長との面接試験）も無事クリアし、晴
れて「シニアテニスプロデューサー」の認定をいただく
ことができました。
　シニアテニスプロデューサーとなった現在もテニスプ
ロデューサーとしての意義を考えつつ、日々手探りの中
活動しております。日本テニス事業協会マネージャー部
会におきましても副部会長として活動させていただいて
おりますが、テニス業界発展のための責任を感じ始めて
いる今日この頃です。長年、テニスに携わってきた私に
とって、「テニス」を通じて社会貢献することが使命で
あることは間違いありません。テニスが好きな皆様に、
人生において価値あるテニスライフをサポートできるよ
う尽力してまいります。
　最後になりますが、シニアテニスプロデューサーへの
チャレンジにおいて、資格取得までの道筋は私の財産で
あり、業務をする上での確かな自信となっております。
今後、資格取得をご検討されている皆様には是非受講を
おすすめいたします。

シニアテニスプロデューサーへの
チャレンジ

STP100146　和田　英二
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第８回テニスプロデューサー限定研修会

１．講　演
　　売上アップを実現する『ほめ育』とは？

講師　高村　幸治氏

　 大変参考になった：35 名　参考になった：０名
　参考にならなかった：０名

感　想：
・｢ほめ育｣ を現場で実践していきたいと思った。…11

名
・とても勉強になった。参考になった。…11 名
・２人１組でのワークショップはとても楽しく取り組む

ことができ非常に良かった。…４名
・自分自身のコミュニケーションを見直す良い機会に

なった。…３名
・高村先生の役者ぶりも楽しく心に残った。
・高村先生の話術がとても上手で、大切な所がストレー

トに頭の中に入ってくる気がした。
・私の足りない｢ほめ育｣の分野だったので最高に良かっ

た。
・自分自身が意識して日頃からトレーニングできる内容

だったため参加して良かった。
・｢ほめる｣ ということを実際にどうやって行うのかが

少し分かった気がする。
・｢ほめる｣ というのをあまりできていなかったと反省

させられた。

・ほめ方のコツは相手の話を聞くことだと知った。
・ほめ育ができることで人間関係も良くなり、かつ成長

も見込めるのではないかと思った。
・部下やアルバイトが伸びるためのきっかけは上司であ

ることを再確認した。
・今まで行っていた会議から効率の良い会議になると思

う。
・事業所の雰囲気が良くないので、今日の研修内容が何

かの起爆剤になれば良いと思う。
・現状、スタッフとの関係性は全く問題ないと思ってい

たが、まだまだ深く広く作れると確信した。
・スタッフは常に新しく入るのでロジックシートはス

クールのモラルを保つためにも必要だと感じた。
・私も ｢叱られる｣ ことが ｢普通｣ な気がしてしまう人

間である。今回お話いただいた ｢ほめる｣ の前提とし

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以上 不明 合計
男　性 2 6 12 13 2 0 35
女　性 0 0 1 1 0 0 2
合　計 2 6 13 14 2 0 37

◆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 2 経営者・代表者 10
スクール 34 事業部長 ･ 統括責任者 2
レンタル 1 支配人・マネージャー 16
その他 3 コーチ 8
不明 0 フロント 0

その他 2

会　　場：メルパルク東京
期　　日：平成26年７月９日（水）
申込者数：37名　当日参加者数：39名　アンケート回収数：37名
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てある考え方にとても考えるところがたくさんある。
・お客様及び従業員もより楽しんでスクールに通ってい

ただけそうである。
・考え方が最近固まっていたので柔軟になった。
・実際弊社で導入しているが、メンバーへの浸透が今一

つのように感じていた。今まで受講してきた内容の振
り返りができ、今まで行ってきたことの＋αができる
ように思った。

・一人一人と大切に人間関係を築いていきたい。
・以前も研修で“ほめる”ことは大事であると学んでき

たが、高村先生のお話でほめるだけではなく、ほめる
仕方・内容・話し方も重要なのが分かった。

・今まで学んできた知識と今がつながった。
・これまで参加してきた“ほめる”というテーマのセミ

ナーと切り口が違い実践的な内容だと感じた。
・ほめシート、感謝シートは文字に書いてみることに慣

れていないことを感じた。
・“聞く”という講義ではなく自ら体を動かすというこ

とで時間も気持ちも大事な時間だと思った。
・改めてスタッフの“心をつかむ”方法の１つを再確認

した。
・やはり我々が本当に一人一人の気持ちを察して、その

気持ちにあった声かけができるかどうかだと思う。
・単純にやり方だけをマネしても力にはならないと思

う。
・今までの研修会の中でもすぐに使える内容だった。
・ロジックツリーも興味深かった。
・過去の限定研修会の中では最も良かったと思えた。
・自分を認めることをしていなかった。部下を認めるの

も自分をほめることから始まる。自分の良いところを
意識したことがなかったので良かった。

・１．２．３と互いに数を数えるだけの作業が、相手の言
葉を聴く気持ちになるだけでスムースになることに驚
いた。

・長時間の研修でしたが、それでも理解するには時間が
足りないと感じるくらい充実していたと思う。

２．全体について
　充分満足：22 名　かなり満足 :13 名　満足：１名　ま

あまあ満足：０名　少し満足：０名　普通：０名　少
し不満：０名　不満：０名　とても不満：０名

 
感　想：
・とても楽しく時間が短く感じた。…２名
・改めて一つの行動・言葉の大切さが分かった。…２名
・私自身が上の立場の者ではないので難しい部分もあっ

たが、取り組んでみたいことがたくさんあった。
・グループワークで実践的にできてとても良かった。
・自分が成長し、それが業務に反映し業績が上がる

･･･。今回のような内容はとても勉強になり有意義な
研修だと感じた。

・もっと詳しく知りたくなった。
・６日間の内容を詰め込んだとのことであり実践が難し

いかなと少し不安であるが、価値を非常に感じている
ので頑張ってトライしたい。

・｢笑い｣ があり、リラックスして研修を受けられた。
・ワークショップはエッセンス研修だったが十分参考に

なった。
・ディスカッション等で普段接することがない方とも話

ができて良かった。
・１日のセミナーでこんなに人と話し笑ったのは初めて

だった。
・時間の配分が今までと少し違っていて良かったと思

う。
・興味深く集中して勉強できた。
・同業他社の皆様から刺激を受けられて良かった。
・本を買ってみようという気にさせる良い研修だった。



第９回 テニスプロデューサー資格認定
講習会＆試験 実施要項

①Aコース
※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
※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。

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）

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)

③有資格者アップグレード・再受験コース
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201４年
11月19日(水)、20日(木)、21日(金)
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１．クラブ部会の体制の見直しについて
　昨年度の終わりにクラブ部会（後継者の会）も会合を
持つのは良いのですが、内容が伴わないと皆の気持ちが
離れてしまうのではないかと問題提起が有りました。部
会長・副部会長３名では、良いアイディアも出てこない
ので昨年 12 月の打ち上げ時に皆さんに相談を行い各県
から副部会長を選出し東京は善福寺公園 TC の野田照彦
さん、千葉はオールサムズ TC の大関善一さん、埼玉は
与野 TC の関根浩王さん、神奈川は大島フラワー TG の
岡嶋武さん。部会長は神奈川の TG レニックスの宮古で
部会長１名と副部会長４名体制に刷新し新年度を迎えま
した。４月 15 日に１回目の会合を開催し大きく１年間
の活動内容（テーマ）を以下の通り決めて活動を開始致
しました。

６月：イベント開催事例　テニスパーク湘南、亀山様
からのノウハウの発表

８月：SNS の活用について（ホームページの利用状況）
10月：近隣住民とのトラブル（騒音・ボールの飛び込

みその他）
12月：忘年テニス
３月：前回までの総括

以上の様に体制を見直し今年１年進めて参ります。

２．イベント開催事例（ノウハウ）発表
・開催日：平成 26 年６月 30 日
・講演者：テニスパーク湘南　亀山様　以下 TP 湘南と

略します。
・昭和 46 年創立　農業の副業としてスタート。テーマ

パークの様に人が集まる様に名前を決める。
・クラブ所在地：神奈川県高座郡寒川町
・コート面数：４面（砂入り人工芝）遺産相続や圏央道の

用地収用などが有り当初６面でしたが現在４面で運営。
・年間 1,000 大会開催　参加人数 15,000 人／年の日本一

の草トーナメント開催。
　当初は会員、スクール、トーナメントの３本立てで運
営しておりましたが、オープントーナメントの開催が、真
夏・真冬に大会が少なくそこに照準を持って行きました。
　当初は多数の参加が有りましたが減少傾向が見られ効
率を重視し大会の開催が年間⇒月間⇒週間⇒毎日と変遷
してきました。大会は１日（ワンデー）で終わる形態と

しています。
　予選リーグ３試合、決勝トーナメントに参加し、最低
４試合以上出来る（１日 55 ドローは可能）。
　TP 湘南さんの大会運営の特徴は以下の通り。
①大会のエントリーはホームページから登録。締切りは

開催５日前迄。
②割引制度（お得感）

・エントリーのポイントを貯め登録料の割引を実施。
・帰宅前に次回大会の参加をフロントで申込むと割引

金額になる。
③試合のキャンセルは他の試合へ振替を実施（登録料は

返金せず次回に充当）。
④予選で４チーム揃わない場合は６チームのリーグを組

み全て行うと 1 チーム５試合の所、主催者が指定する
３試合を行い、その結果で順位決めを行う予選が可能
となる。

⑤試合の進捗状況は大型のパソコンモニターで表示し案
内する。（ペーパーレスの採用）

⑥応急処置の準備・用意
・熱中症対策として大塚製薬の OS-1
・こむらがえり用にツムラの漢方薬

　その他としてはプロのイベントを誘致し福井・神尾・
国枝プロ等のライブレッスン等を企画、開催しております。
　ネットエントリー数は、12,000人居ます。毎日のドロー
については特別な運営ソフトを利用してパソコンで自動
的に処理運用を行っているのではなく全て手作業で一つ
一つ処理を行っているとのことです。安易な方法を考え
ず地道に仕事に取組んでいる結果とも言えます。（力仕
事です。）TP 湘南さんでは毎日 50 ドローの消化を目指
し、企画は他を真似るだけでなく自分の工夫を入れ失敗
を恐れずに実行する事が大切ですとの事です。
以上、講話の抜粋でした。参考になれば幸いです。

クラブ部会活動報告

クラブ部会活動報告
クラブ部会長　宮古　　昌
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　今回は新東京国際空港にて国内外の航空会社の VIP
接遇業務を７年間経験された原 はな氏を講師にお招き
してお話を伺いました。経験談や具体例を交えてとても
わかりやすく、ためになるお話でした。
　先生が事前に「積極的に参加していただきたい」とおっ
しゃったので、講習会の大半は参加者からの質問に１つ
１つお答えいただく形式になり、より身近な内容を聞く
ことができました。多くの参加者からの質問が集中した
のはクレームの対処方法でした。
　
　例えば、お話を伺っても実際にはご要望をかなえる事
が出来ない内容だったとしても、カウンターの中に２人
スタッフがいるとしたら、仕事の手を止めて１人ではな
く、２人体制でお客様のお話を伺い相手の方に親身に
なって聞いている姿勢を示す事が大切だとおっしゃって
いました。また、お客様の勘違いから話がすれ違ってし
まった時も、決してお客様が恥ずかしい思いをしないよ
うな言葉を選んで返答する事を心がけているそうです。
　また、先生から「接客と接遇の違い」についてお話し
いただきました。「接客」とは通常の受付業務の事。フ
ロントでたとえるならば入会手続きや振替の手続きの事
を指すのだと思います。「接遇」とは「接客」におもて

なしの心がつき、技術がつき、心を込めた対応がつく
のだとおっしゃっていました。心と時間に余裕をもって
お客様の事を考える事が大切だそうです。しかし、すべ
てのスタッフが器用にできるようになる訳ではありませ
ん。先生は「自分は育った環境のせいか、２つ、３つ先
の事を考えて行動する事が身についています。仕事にお
いてもとても重要な事だと思います」とおっしゃってい
ました。確かに、現場を見ていると突然お客様に何か質
問されてあわてているスタッフや、必要以上に仕事に時
間がかかってしまうスタッフをよく見かけます。大切な
のは「これをやったら次これをやろう」とスケジューリ
ングをする力、優先順位をつける力を養う事で余裕が生
まれ、その分お客様に時間をさけるという事だそうです。
苦手なスタッフには簡単な事から１つ１つできる事を増
やし優先順位をつけるトレーニングをする事が大切なん
だそうです。
　最後に先生がおっしゃいました。「サービスとは桜の
花びらみたいなものです。１枚は白い色ですが１つ１つ
が重なる事でピンクの色に染まる日本を代表する花にな
る。」
　まさにその通り。素晴らしい接遇は一つを丁寧に行う
事で生まれるのですね。

フロント・ステップアップ・アカデミー報告

第24回フロント・ステップアップ・アカデミー報告
「グランドホステスのおもてなし」
～接遇のプロから接客の心得を学ぶ～

講師：原　はな氏

TOPインドアステージ亀戸　フロントヘッド　矢口　宏美



21

　ボールをコントロールするのに必要な要素は２つあ
る。ラケット面を正確に作るためのフォームがその１つ。
そして、２つ目はインパクトのラケット面を感じたり、
スウィングの軌道や自分の打球をイメージできること。
スジガネ君が誕生したきっかけは、そのうちの１つ目を
説明するためだ。まず、最初のスジガネ君１号はサーブ
の専門家。プロの打つサーブのフォームは一見、とても
複雑怪奇なスウィングなのに、実はこんなに単純な要素
の組み合わせである、ということを説明するための誕生
だった。実際、手首の角度を固定し、上体の回転、上腕
のひねり、前腕のひねりだけでサーブの動きを再現した
のが、スジガネ君１号、２号だった。
　サーブの場合、いつも同じ場所から同じ場所へ、同じ
ボールが打てれば良い。だから、ラケット面を感じたり
することはもちろん大切なんだけど、フォームで決まる
要素の方が強い。ところがストロークの場合は打つ位置
も変われば、打つコースや、相手からくるボールまで、
極端にいえば同じボールは２度とない。だから感覚に関
する方の比重が高くなるのだ。フォアハンドの場合で説
明しよう。フォームでいうと、スウィングで腕をひねら
ないでも、自然に垂直インパクトが出てくるようにテイ
クバックすることが重要。見たところ、テイクバック終
了時、ラケット面は後ろを向くのがその目安だ。その形
ができればフォアハンドなんてエラーするわけがない。
ところが、そのはずなのに、ちゃんとやっているのにエ
ラーの多い人がいるのも事実。実はこの形プラスさっき
の２つ目、「インパクトのラケット面を感じたり、スウィ
ングの軌道や自分の打球をイメージできること」が必要
だということ。それが練習であったり経験であったりす
るということなのだろう。
　世間では、特に年配の方に多いのが、テイクバックで
面を下向き後ろ向きに引かないのにそれなりのコント
ロールを実現している人たちがいる。つまり２つ目の方
だけができている。この人たちを観察してみると、ラケッ
ト面を垂直に保ち、その面を常に感じながらラリーして
いる。これはこれでテニスとして成立している。だから、

スジガネ君やプロのように、ラケット面を後ろ向きに引
かなくても OK なのかというとそれは違う。この打ち方
では全力のハードヒットができないのだ。ベテランたち
から、こういうセリフを聞いたことがあるだろう。「試
合では、そんなにバカバカ打てるもんじゃないよ」。プ
ロのように、全力でフルスウィング、ハードヒットがで
きる人は、フォームや形の面でちゃんとテイクバックし、
なおかつ、面やコースを感じながらヒットしている。セ
リフは当然、「先手を取って、ハードヒットでしょう」。
　まとめてみると、１番良いのは１つ目のフォームと２
つ目の感覚が両方できる人。２番目は少なくとも感覚の
ある人。最後がフォームだけがあるのに感覚のない人と
いうことになる。つまり重要さはどっちだというと、感
覚の方がフォームよりもまさる。ところが、この感覚に
ついてテニスコーチから指摘されることはまずない。実
は、コーチになるほどの人はこの感覚については自然に
やっている。無意識なのだ。つまり、テニスコーチには
この感覚が重要だという感覚自体がないことが多いの
だ。ところで、フォーム専門家のスジガネ君にもどう
やら感覚がなさそうだ。次世代型のスジガネ君には IPS
細胞から作った神経細胞を組み込むべきかもしれない。

スジガネ君、テニスを語る

フォームと感覚の優先順位
東戸塚松原テニススクール　スジガネ君と代筆　松原　雄二 



22

　私は GODAI テニスカレッジに勤務し 17 年目を迎え、
船橋校のフロントチーフとして 7 年になりました。
　フロントでの接客は常にスタッフ全員が「お客様の為
に」何が出来るかを考え「お客様をおもてなし」するこ
と「求められている以上の接客」をし、お客様を笑顔に
させることだと思います。
　お客様が毎週楽しみにされているテニスの時間を私達
フロントは楽しんで頂けるようにサポートし、１歩館内
に入った瞬間から帰られるまで全てにおいて「満足」と
感じてもらいお客様を笑顔にすることが私達のすべきこ
とであると思っています。
　また、フロントの存在がそのスクールの第一印象と
言っても過言ではありません！
　フロントに立つ時は必ず笑顔で元気に明るく！と言い
ますよね！
　元気いっぱいの笑顔でいらっしゃったお客様一人一人
アイコンタクトを取りながら「おはようございます」「こ
んにちは」「こんばんは」と、この一言でお客様が「今
日もテニスに来て良かった」「フロントの笑顔に癒され
た～」と少しでも思ってもらえたら嬉しいですよね！
　次にレッスンカードを受取る時、私達は差し出された
カードを両手で受取り「お預かりします！いってらっ
しゃいませ！」とレッスンに送り出しています（もちろ
ん笑顔で目を見て伝えます）。カードをお預かりする一
瞬の関わりも大切にしています。
　フロントのカウンターにカードをお預かりする専用の
BOX を置いているスクールもあると思いますが、カー
ドを直接手で受け取ることには意味があり、お客様の顔
と名前を一致させ覚える事！コミュニケーションを取れ
るように！という意味で行っています。
　フロントとお客様が会話をする機会はコーチに比べ少
ないですが、その中でも私達から話のきっかけを作り出
し会話をすることはとても大切な事だと思います。その
為には名前を覚え呼ぶことと対話力を身につけることは
必須となりますが、そこから生まれるコミュニケーショ
ンはお客様との信頼関係を築く大きな一歩になり信頼さ
れるフロントを目指すにはコミュニケーションが一番で
はないかと思います。
　もちろん信頼されるフロントになる為にはコミュニ
ケーションだけでなく、基本的ではありますが目配り・
気配りも必要です。
　常にお客様の求めている事を察知し先回りして行動す
ること、お客様の様子を感じ取りこちらから率先して声
を掛け対応していくこと、お客様から言ってくれるのを
待つのではなくこちらか積極的にアプローチすることも
関係を築く上で重要なことだと思います。
　時には厳しいご意見を頂戴する時もあります。しかし、
それはスクールを良くしていく為の「チャンス！」だと
思い、誠意を持ちお客様の声に耳を傾け責任を持って対
応することで、今後はそのお客様がスクールのファンに
なって頂けると確信しています。
　多くのお客様は何も言わずに辞めてしまうと思います

が、意見をしっかりと伝えて下
さるお客様も私達と同じように
スクールを良くしていきたいと
いう気持ちが込められているか
ら伝えてくれるのです。その気
持ちに答えてこそスクール・フ
ロントが成長する瞬間だと私は
思います。
　厳しい事を言われた時は正直
辛いですが、それでも、どんな
ことでもフロントに言ってもらえるようなそういう雰囲
気を作り上げていきたいです。
　スクールは毎時間決まったお客様が来場され、次の時
間にどのお客様が来られるかわかります。いらっしゃる
お客様に対して、レッスン前に精算等があれば事前に準
備し万全の態勢でお迎えするようにしています。
　例えば、先週ガットの張替えを出されたお客様には、
お伝えする金額を予め出しお渡しする準備をしておきま
す。
　いらっしゃった時に「ガットが張り上がっています！
金額はいくらです」とお伝えした時に「用意をしてくれ
てありがとう」とフロントにお礼を伝えてくれた時はと
ても嬉しかったです。些細なことかもしれませんがそん
なお客様のやり取りも接客業ならではの気持ちを感じら
れる時だと思います。
　私達の仕事はカウンターの中だけではありません。お
客様が気持ちよく施設を利用して頂けるよう、館内を見
回り毎時間、更衣室やお手洗い等、次にいらっしゃるお
客様も気持ちよく施設を利用して頂けるように整えま
す。
　またカウンターの外に出て館内を見回る事は、お客様
目線で館内を見ることができ、掲示物の見易さや施設の
不具合を気付くことができます。
　視野を広く持ち、スタッフとしてお客様の気持ちを察
知すること・お客様目線に立って見回すことはとても大
切です。
　お客様をおもてなしすることは私一人では出来ず、フ
ロントスタッフが「チーム」として動かなければお客様
の満足度はあがらないですし、社員・アルバイトと居ま
すがお客様から見れば同じです。
　いらっしゃるお客様全員に真心で接客し、お客様の情
報共有やスタッフ間の報・連・相をしっかり行い、少し
でもお客様の笑顔が見られるようにしていきたいと思っ
ています。
　まだまだ、勉強中ではありますが GODAI テニスカ
レッジに来て頂くお客様がテニスは楽しいと思うように

「フロントに来れば楽しい」と思って頂ける、そんなフ
ロント作りを目指していきます。
　そして、素敵なスタッフに囲まれて仕事が出来ること
をとても嬉しく思っています。
　これからもお客様の為、スタッフの為により一層ベス
トを尽くしていきたいと思います。

Let’s Enjoy Front!

「真心を込めて」
GODAIテニスカレッジ船橋校　衛藤 
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　錦織選手が全米オープン決勝進出、日本のテニス史に
新たな 1 ページが書き加えられ、日本中が沸き立ちまし
た。重ねてスポーツの秋を迎え、多くの新規のお客様が
クラブやスクールをご利用になることでしょう。新規の
お客様はまだ施設やテニス自体に不慣れですので、十分
に安全管理に配慮しましょう。また一方で、大手企業の
個人情報が意図的に流失され、大きな社会問題に発展し
ました。私たちテニス事業者にとっても、お客様の個人
情報を取り扱うことに対しては、改めて十分な管理体制
が必要です。安全管理リスク管理をもう一度チェックし
てみましょう。

■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　お客様対応ルールはありますか？（金品授受・勧誘

活動・不適切交際禁止等）
YES　　・　　NO

②　人材採用ルールはありますか？（採用基準・試用期
間設定等）

YES　　・　　NO
③　スタッフは定期的な健康診断を受けていますか？

YES　　・　　NO
　～物～
④　店頭在庫商品の盗難対策はされていますか？（防犯

タグ・防犯カメラ等）
YES　　・　　NO

⑤　商品在庫の棚卸をしていますか？
YES　　・　　NO

⑥　レンタル用品の管理ルールはありますか？（貸出名
簿等）

YES　　・　　NO
⑦　施設・備品の耐震・防火対策はされていますか？（転

倒防止・可燃物除去等）
YES　　・　　NO

　～金～
⑧　現金管理ルールはありますか？（売上金取扱い者、

流れ等）
YES　　・　　NO

⑨　金庫の取扱いルールはありますか？（施錠・開錠管
理者等）

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）
YES　　・　　NO

⑪　レジ取扱いルールはありますか？（売上確認・記録
等）

YES　　・　　NO
　～情報～
⑫　情報管理責任者はいますか？

YES　　・　　NO
⑬　情報漏えい保険に加入していますか？

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）

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）
YES　　・　　NO

　～環境・災害～
⑯　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）
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）

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　　・　　NO

■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
　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。

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
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
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。
　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。

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。

　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！

安全委員会通信 Vol.18
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『人事・労務コラム「テニス事業場におけるキャリアプランと
教育訓練給付制度の活用」』
◆テニス事業場におけるキャリアプランのあり方
　昨今は、小売業、外食産業をはじめ幅広い業種で
人手不足が深刻になってきています。企業業績が好
転する一方で、人手不足による「営業時間の短縮や
店舗閉鎖」や「工事の遅滞や中止」などの問題が生
じています。テニス事業場においても、今後少なか
らず影響が出てくるものと思われるため、現在抱え
ているスタッフの処遇改善、賃金の見直し、教育研
修、能力開発などをしながら運営方法を検討してい
く必要があります。
　その一方で、従業員の皆様にとっても、自己のキャ
リアアップを図り、会社から求められる多様な働き
方に耐えうる能力や知識を身につけておく必要があ
ります。
　例えば、現在コーチをされている方の場合、年齢
とともに運動能力や体力が低下することを考慮して
いかなければなりません。もちろん、コーチとして
仕事を続けていくことも可能だとは思いますが、少
なからず後進の指導や育成、その他管理業務に従事
する割合は年齢とともに増えていくものと思われま
す。
　そのためにも、早い段階で自身のキャリアを意識
して進むべき方向性を明確にしておくことが重要と
なってきます。たとえば、コミュニケーション能力
の向上のため語学力を高める、また管理業務をより

円滑に進めるために情報処理技術、会計、税務、人
事総務など業務に関連する資格を取得することなど
が考えられます。

◆「教育訓練給付制度」の活用
　従業員の皆様にとって新たな資格取得やスキル
アップのために外部の講座を受講するにあたっては
多くの費用もかかるため、新たに取り組むことは難
しいとお考えになるかもしれません。そこで有効な
手段の１つとして雇用保険の「教育訓練給付制度」
があります。この制度は、雇用保険に一定期間加入
していることなどを条件に、自己のスキルアップに
必要な資格等を得るために一定の講座を受講した場
合、受講終了後に支払った費用の一部が支給される
ものです。
　様々な分野の講座が準備されている教育訓練給付
制度は、通学だけでなく通信講座もあるため、働き
ながら受講することもできます。この制度は、平成
26 年 10 月から現行制度に加え、対象講座や給付金
額が拡充されるため、今後のキャリアプランを考え
る際に、是非一度検討してみて下さい。
　教育訓練給付制度の主なポイントは、以下にまと
めております。詳細は、厚生労働省、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い
合わせ下さい。

■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

［教育訓練給付金の概要］　　※平成 26 年 10 月より
項目 （現行）　一般教育訓練（注） （新制度）　専門実践教育訓練

支給要件期間
（被保険者期間）

３年以上
※初回のみ１年以上

10 年以上
※初回のみ２年以上

支給制限 訓練開始日前３年以内に教育訓練給
付金を受給した場合は支給しない

訓練開始日前 10 年以内に教育訓練給付金（一般含む）
を受給した場合は支給しない

支給率 教育訓練に要した費用の 20％ 教育訓練に要した費用の 40％
※専門実践教育訓練にかかる資格の取得等をし、かつ、

一般被保険者として雇用されまたは雇用されている
者については 60％

支給上限額 10 万円 40％の場合：１年あたり 32 万円
60％の場合：１年あたり 48 万円

支給期間 最長１年 原則２年
※資格につながる訓練等で必要な場合は最長３年

注：現行の制度の対象訓練は、10 月以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま継続します。
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　錦織圭選手おめでとうございます。
　全米オープンテニス優勝は惜しくも逃してしまい
ましたが、日本人として 96 年ぶりに準決勝、そし
てアジア人として初めての決勝進出を果たしました
英雄に乾杯です‼
　また、錦織選手のご活躍の恩恵を受け、ニュース
で WOWOW への申し込みが殺到しているそうです
ね。テニスを「見る」方だけの増加ではなく、実際
に「する」方も増加すると容易に想像ができます。
錦織圭選手万歳‼

　さて、本題に入りたいと思います。いよいよ平成
25 年度税制改正（相続税に限る、以下同様）によ
る影響が、平成 27 年１月１日以後（居住用宅地等
の特例における適用要件緩和は平成 26 年１月１日
以後の相続から適用）の相続から出てくることにな

ります。そこで、今回と次回に分けて、平成 25 年
度税制改正による影響について、主なポイントとな
る 4 つの概要を解説致します。

１．遺産に係る基礎控除額の引き下げ
　　相続税の基礎控除が「5,000 万円＋ 1,000 万円
×法定相続人数」から「3,000 万円＋ 600 万円×法
定相続人数」へ引き下げられます。これにより、こ
れまで相続税の課税対象外だった方が課税対象とな
るケースが想定されます。具体的には、法定相続人
３名の場合、現行の基礎控除は 8,000 万円であるの
に対し、改正後の基礎控除は 4,800 万円になるため

（基礎控除４割減）、8,000 万円の遺産まで無税だっ
たものが 4,800 万円超の遺産に対して納税義務が発
生することになります。

『税制コラム PartⅩⅩⅤ「税制改正による相続税の影響」』

基礎控除額の算出方法
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２．最高税率の引上げなど税率構造の変更
　相続税の税率構造が見直され、６区分から８区分
になります。区分増加と最高税率の引上げにより、

各法定相続人の法定相続分相当額が２億円超３億円
以下の部分（40％から 45％へ）及び６億円超（50％
から 55％へ）の部分に対して、税率が上がります。

　この改正の影響で、相続税の課税対象者が、現在
の約４％から約 10％程度まで増加すると言われて
います。これを機に、遺産総額が基礎控除を上回る
かどうかシミュレーションをしてみてはいかがで
しょうか。

　※なお、掲載記事は概要となりますので、詳細に

ついては、株式会社青山財産ネットワークス沼野ま
でご連絡頂ければと思います。

株式会社青山財産ネットワークス
コンサルタント　公認会計士　沼野　鉄也
TEL　03-6439-5801　FAX　03-6439-5850
E-mail : tt.numano@azn.co.jp

相続税の税率構造の見直し（財務省資料より作成）
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暗示
　映画「卒業」のラストシーン。

　ダスティン・ホフマン演じるベンジャミンは、キャ
サリン・ロス演じるエレインの結婚式が行われてい
る教会に現われ、花嫁を連れ出して逃げる。
　追っ手から逃れ、２人は長距離バスに飛び乗る。
バスの最後尾の座席に座った２人が映る。

　始めは笑顔だった２人。でも、すぐに表情は暗く
なりやがて深刻な顔になる。冷静になってみると、
バスの車内の乗客は老人ばかり…。

　これって、２人のこれからの結婚生活が幸せでな
いことを「暗示」してるらしい。

　そうそう、「暗示」っていえば、相手にとって良
くないことを伝えなければならない時、この「暗示」
を使うと、少しは伝えやすくなるかもね。
　相手にとって良くないことを伝えるのは、気が重
い。だから、つい伝えるのが後回しになりがち…。
でも、悪い報告ほどすぐに伝えなければ、状況がさ
らに悪くなることが多いよね。

　えっ？じゃあその「暗示」をどう使うのかって？
考えてみましたよ、３つほど。

　まず、「定型文」

　「残念なのですが…」とか「申し上げにくいので
すが…」とかって言えば、相手は、その次に「自分
にとって良くないこと」が来ることを予測でき、聞
く覚悟ができる。
　これっていきなり良くないことを聞かされるのと
雲泥の差だよね。
　残念そうな表情で、ちょっと小さな声で、「残念
なのですが…」と言うことが、緩衝材となる、はず。

　次に、「途中経過報告」

　相手に頼まれたことが、相手にとって良くない結
果になりそうな時、それが決定してしまう前の段階
で、良くない結果になるかもしれないことを予告し
ておく。
　「この間の提案だけど、もしかしたらこういう理
由でダメになっちゃうかもしれない。ぎりぎりまで
頑張ってみるけど…。」
　ただし、口先だけの言葉は伝わらない。相手のた
めにホントにぎりぎりまで頑張る覚悟がないと伝わ
らないので注意してね。

　最後に、「ジェスチャー」

　何も言わずに思いっきり顔をしかめてみせる。ま
た、目の前で右手と左手の人先指を交差させてバツ
を作ってみせる。
　ただし、親しくもない人にやると、いきなりボコ
ボコにされる危険がある。くれぐれも注意して使っ
て欲しいし、くれぐれも私から聞いたとかバラさな
いで欲しい。

　心理学の実験でウソの性格テストをした後、Ａグ
ループには「積極的」、Ｂグループには「消極的」っ
ていう結果を通知して、その後の両グループの行動
を分析したら、Ａは積極的、Ｂは消極的な行動をと
る傾向が強く現れたらしい。

　人は「暗示」にかかると、自分の行動や性格を変
えてしまう。

　だから、上司から「君はダメな奴だ」って言われ
たら、聞き流すこともある程度大切。納得してしま
うと ｢暗示｣ にかかり、本当にダメな人間になって
しまう。

　あと、「自己暗示」　

　西武ライオンズの BB 佐藤が普段ヘッドホンステ
レオで聴いているのは、音楽ではなく、自分で録音
した「BB 佐藤、おまえは素晴らしい選手だ！」と
かを繰り返したものなんだって。彼は自分で自分に

「暗示」をかけ、成果を上げているのだ。

　「心」には「形」がないから、水を入れるように「器」
が必要。その「器」として、「自己暗示」を使えば、「一
人ピグマリオン効果」状態になり、自分の望む自分
に近づけるのかもしれない。

　ただし、例外がある。
　「スチュワーデス物語」っていう昔やってたテレ
ビ番組の主人公、堀ちえみである。彼女は毎回毎回
問題が起きるたびに、教官にこう言うのである。

　「教官、私は愚図でのろまな亀です！」

　でも、堀ちえみは最終回までスチュワーデスの姿
で登場し、「亀」にはならなかったから、「自己暗示」
の効果も疑わしいものである、まったく。
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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　有田　能正
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　益子　太一
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　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
〒 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　田口　智行
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　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
〒 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　吉田　浩道
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　河野　博史
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　及川　良太
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東京株式会社 生命保険・損害保険代理店
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
株式会社ウエルビィー 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
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
株式会社遠藤照明 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
株式会社小野設計 建築設計・監理
株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ LED・空調機器その他
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GNE 省エネ・省コスト事業全般
株式会社JTBベネフィット 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
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
有限会社パワースポーツ 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
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株式会社 ゴルフ・テニス用品製造・販売
ペイントマノン 建築塗装
HEAD Japan スポーツ用品の輸入販売　HEAD、Tyroliaブランド
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
ミヅシマフィールド株式会社 スポーツ施設の企画・設計・施工
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
株式会社ライフターゲット 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
株式会社ランドマークジャパン スポーツ施設向け LED 照明の開発・販売等
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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　皆様こんにちは！
　前回の記事で、メディアのテニスに対する取り上
げ方が少ないと書きましたが、今回の全米オープン
での錦織選手の活躍は連日放送されていましたね。
1918 年の熊谷一弥さん以来 96 年ぶりのベスト４を
達成したかと思えば、なんと決勝に進出。日本のテ
ニスの歴史を塗り替えてくれました。
　その他にも、中川選手の男子ジュニアダブルス優
勝、伊達選手の女子ダブルスベスト４。車いすでは、
国枝選手の単複優勝と年間グランドスラム達成、そ
して上地選手の単複優勝と本当に多くの日本人が活
躍した全米オープンでした。また、多くのテニス
関係者がテレビを賑やかしていて、本当に素晴らし
かったです。
　しかしこれはあくまでも歴史的な快挙があったか
らの事です。やはりもっと普段からテニスが取り上
げられるような努力が、業界全体で必要だと改めて
感じています。テレビのスポーツの時間に野球や
サッカーのように、テニスが普通に取り上げられる
日が来ることを祈りつつ。
　これから秋のテニスシーズンです。我々も大いに
盛り上げていきましょう‼

編集後記

　（公社）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。

１箱（100枚）1,080円（税込み）※送料別




