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会長挨拶

　昨年度はイギリスの
EU 離脱決定に始まりア
メリカの大統領選挙でト
ランプ氏が当選する等、
予想に反した流れが有
り、今後の世界情勢の見
通しも流動的になりそう
です。国内的には多少景
気回復傾向にあるとは言
えアメリカの TPP 離脱
宣言も有り産業界にも不
透明感が多少あるようで
す。

　スポーツ産業を見ますとスポーツ庁の発足後、産業と
してのスポーツへの取り組みが漸く始まり掛けており、
2020 年のオリンピックに向けて良い状態が続くものと
思われますが、個人所得の向上等が更に望まれるところ
であります。

　テニス界においては、錦織選手のリオオリンピック銅
メダルと年間通じベスト５という成績を筆頭に、若い選
手の台頭等多くの選手たちの活躍もあり、一般市民の
方々のテニスに対する関心がなおも高いレベルで続いて
おります。この流れをテニス業界挙げて長く継続し確固
としたものにすべく行動をして参りたいと思います。

　ここ数年取り組んでおります「TENNIS PLAY& 
STAY」につきましては、今では当事業協会加盟の多く
の事業所で積極的な取り組みがなされ、一般市民の方々
に一番近いところでの普及活動を積極的に継続推進して
おります。
　導入当初に紹介された子ども向けのプログラム

「Tennis 10s」のより一層の充実を図ることはもとよ
り、その後に発表された大人の初心者向けプログラム

「Tennis Xpress」の普及を促進させることで、幅広い
年齢層を対象とした「TENNIS PLAY&STAY」プログ

ラムを活用し、テニスの普及・愛好者増大のために必要
な実践的リーダーの育成をすることも、我々テニス事業
者の責務であると考えております。

　テニス事業はサービス産業であり、“サービス業は人
材で全てが決まる”と言われております。「おもてなし業」
から「ホスピタリティ業」への更なる進化が望まれ、ま
た「テニスと健康」と言う大きな課題にもより積極的に
取り組み、テニス産業のサービスレベルをより一層高め
る活動を行うことを目指して参ります。

　そして、これらの課題の達成に向け、業界の発展拡大
が出来る人材の能力開発を目的に行っているテニスプロ
デューサー資格制度においては、各事業者の標準資格制
度として活用していただき業界全体のレベルアップに繋
げるものとしてさらに充実して参ります。職種別の各部
会では、年間を通し課題の統一された研修等も多くの部
会で取り組まれており、それぞれの立場において自己研
鑽をしスキ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。

　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が、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
ルティング事業にも取り組みます。テニス事業者間の連
携を深めると共にノウハウを提供する側にとっても同時
に能力開発に繋がり、より一層の業界発展に寄与するも
のと思います。

　以上の点を踏まえ、各委員会・各部会を中心に各事業
へ積極的に取り組み、サービス産業としての位置づけを
自覚し、業界のレベルアップと事業者を始め従事する
方々を含めた関係者の社会的地位向上を目指し、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。

会･長　大久保　清一
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　平成 29 年6月 12 日（月）東京都港区のメルパルク東
京３階 ｢牡丹｣ の間において､ 公益社団法人日本テニス
事業協会｢第 25 回定時総会｣が予定通り開催されました。
　平成 29 年度期首 205 名の会員のうち、122 名（委任
状出席を含む）が出席し､ 滞りなく予定された議案の審
議を終了いたしました。
　総会は､ 吉田好彦常務理事の司会進行により、午後３
時に増井範男副会長の開会の辞､ その後､ 定款の規定に
基づき大久保清一会長が議長となり挨拶､ 議事録署名人
の選出の後､ 議案の審議に入りました。
　第１号議案の平成 28 年度決算報告書（案）承認【高
山義雄監事の監査報告を含む】の件は加藤潤事務局長よ
り、第２号議案の第 13 期理事選任の件は議長より上程
され、それぞれ異議なく可決承認されました。

　以上のように予定された議案をそれぞれ採択し､ 大西
雅之副会長が午後4時 30 分に閉会を宣し終了いたしま
した。
　総会に引き続き、特別講演として公益財団法人日本テ
ニス協会医事委員会とアンチ・ドーピング委員会委員長
の別府諸兄氏に「テニスは健康に有益か否か？」につい
てご講演をいただきました。
定時総会終了後､ 引き続き行われた ｢懇親パーティ｣ に
は､ 多数の関係者のご出席をいただき､ 和やかな雰囲気
の中､ 無事進行いたしました。｢第 25 回定時総会｣ に関
わる事項につきましては議事録をご参照いただき、ご不
明の点は役員もしくは事務局までお問い合わせくださ
い。

第25回定時総会ご報告
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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。｢Fun to Share」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】

　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
に各種安全管理推進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.73 号は 2017 年6月に発行予定
⑵「JTIA News!」VOL.74 号は 2017 年９月に発行予定
⑶ 「JTIA News!」VOL.75 号は 2018 年１月に 25 周年記

念特別号として発行予定

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。

平成29年度　事業計画書
（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
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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。なお、
今年度は協会設立 25 周年を記念した内容を盛り込む予
定であります。

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

「スクール経営研究会」として年4回を開催する予定
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「実践 ! 支配人養成塾」
を年4回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4～6回ほど開催する予定で
あります。
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⑤･フロント対象講習会・勉強会・情報交換会の開催【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「フロント育成塾」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に
よるスポーツ振興事業。テニス未経験者・経験者の子
供達により楽しいテニ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
300 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に
よるスポーツ振興事業。
　会場としている東京都立有明テニスの森公園が東京
2020 オリンピック・パラリンピックの会場として改修
工事（平成 29 年 11 月～平成 31 年７月）のため休館と
なり、本事業も休止をいたします。
　なお、改修工事終了後は施設設備の状況を踏まえた内
容で再開をする予定です。

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】

　　「toto スポーツ振興くじ助成金・申請中」
　東京都オリンピック・パラリンピック準備局との共催
によるスポーツ振興事業。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・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。

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 500 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
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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「TENNIS 
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等の開催【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」
に関する勉強会等の開催を検討いたします。

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】
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平成 29年度　行事 /会議･開催計画
平成 29 年度 行事・会議 開催地

平成29年
4月29日（土・祝） 有明の森スポーツフェスタ 有　　明
５月12日㈮ 平成 29 年度　第１回幹部会 東 京 都
５月26日㈮ 平成 29 年度　第１回理事会 東 京 都
6月上旬 橋本総業・東京有明国際オープン 2017 有　　明
6月12日㈪ 第 25 回定時総会 / 平成 29 年度　第２回幹部会 東 京 都
6月末～７月上旬 正会員・賛助会員 / 一泊懇親テニス & ゴルフ 東 京 都
6月28日㈬ 平成 29 年度　第３回幹部会 東 京 都
７月 テニス事業に関わる租税及び経営に関する状況調査 東 京 都
９月8日㈮ 平成 29 年度　第２回理事会 東 京 都
９月28日㈭ 平成 29 年度　第4回幹部会 東 京 都
９月 「テニスの日」記念イベント 各　　地
10月９日（月・祝） キッズ & ジュニアテニスカーニバル 有　　明
10月17日㈫ 経営勉強会　TOPGUNPROJECT 東 京 都
11月22日㈬ 平成 29 年度　第５回幹部会 東 京 都
11月15日㈬～17日㈮ テニスプロデューサー資格認定講習会 & 試験 大阪・靱
休止 東京都知事杯有明チームテニスコンペティション 有　　明
12月15日㈮ 平成 29 年度　第３回理事会 東 京 都
平成30年
１月11日㈭ 新春特別講演 & 賀詞交歓会 / 第6回幹部会 東 京 都
１月　日 雑賀杯日本テニスチーム大会 / 西日本大会 大阪・靱
２月　日 雑賀杯日本テニスチーム大会 / 東日本大会
１月30日㈫ 25 周年記念日本テニス産業セミナー 東 京 都
２月22日㈭ 平成 29 年度　第７回幹部会 東 京 都
３月３日㈯ 雑賀杯日本テニスチーム大会 / 全国大会 大阪・靱
３月14日㈬ 平成 29 年度　第4回理事会 東 京 都

　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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　オールサムズテニスクラブ代表取締役・大関勝典様のコメント（4月 19 日付）をご紹介いたします。

安全委員会通信 Vol.27

　２月 10 日にオールサムズテニスクラブ鎌ヶ谷のお客様がテニスプレー中に心肺停止の状態に陥り、関コーチを
始めオールサムズのスタッフ、またその場に居合わせたお客様の懸命の救命処置（胸骨圧迫、人工呼吸、AED 使用）
により、そのお客様は一命を取り留めることができました。
　その活動に対し4月 19 日感謝状授与の式典が鎌ヶ谷市消防本部で執り行われました。式典終了後朝日新聞、読
売新聞、J：COM さんの取材を受け、4月 20 日の新聞掲載と J：COM のデイリーニュースに放送されるようです。
　倒れたお客様は現在退院もされ、自宅療養中だそうです。本当に良かったという思いでいっぱいです。

～熱中症にご注意！～

　日差しがきつく、気温が上昇する厳しい季節がやって
きます。
　適度な休憩と水分補給で熱中症の発症を抑えましょ
う。

■運動時の水分補給
①　水分補給のタイミング
　　30 分前後の間隔でこまめに水分補給して下さい。
②　水分補給する量
　　１回に 1 口～ 200ml が適しています。
③　飲み物の温度
　　常温、５度～ 15 度に冷やした物が適当です。
　　冷たすぎる物は吸収が悪いので避けましょう。
④　飲み物の成分
　 　塩分濃度 0.1 ～ 0.2％　糖度 3 ～ 5％（スポーツドリ

ンクが適しています）

　喉が渇いたなと思った時には脱水は始まっており、心
拍数は上昇、運動パフォーマンスも落ち始めます。
　自分の好きなタイミング（自由飲水）だけでなく時間
を決めて強制的に水分補給（強制飲水）によるこまめな
水分補給を心がけましょう。

～天候の急変に注意！～

　これから梅雨に入り夏に向けて、突然の豪雨や台風の
発生などが考えられます。
　状況によっては、レッスンの中止を決定しなくてはな
りません。
　また、雷は非常に動きが早く、落雷は人命に直結する
事故につながります。
　雷雲レーダーの確認やポータブルタイプの雷感知器等
を常備し、天候の状況によってすぐに中止の判断ができ
るように予めルールを決めておきましょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「オールサムズテニスクラブにおける
人命救助・消防長からの感謝状授与」



10

text

　今年も 4 月 29 日昭和の日に【有明の森スポーツフェ
スタ 2017】が東京都と共催で toto スポーツ振興くじ助
成事業として開催されました。
　このイベントはアウトコート 48 面、コロシアムコー
ト、そして芝生広場、更にはコロシアム周辺駐車場まで
をフルに使ってテニスを中心にしたスポーツイベントで
す。大袈裟ではなく老若男女すべての人がスポーツを楽
しめるイベントだと言えるでしょう。
　首都圏のテニス事業者から多数の指導員、フロントス
タッフが会社という垣根を超えて協力し盛り上げている
貴重なイベントです。そしてスポンサー様、メーカー様
のご協力で毎年成長していると感じています。
　今年は天候にも恵まれ実来場者数は１万人弱、イベン
トの延べ参加人数は約 22,000 人となりました。

　毎年好評の「ボルダリング」と「スラックライン」、
恒例の「体力測定」、更には「てのひらけっと」と「こ
どもテニス体験コーナー」でコロシアム周辺は多くの方
が楽しんでいる様子を目にしました。
　そして昨年からは“有明コロシアムのセンターコート
でテニスをしよう！”と銘打って「プロコーチとラリー、
サーブ的当て、プロコーチに挑戦」と普段プレーする機
会のないコロシアムでテニスが出来るイベントを実施し
ました。昨年同様に当日受け付けはあっという間に定員
が埋まるほどで、漏れてしまった方には申し訳ない気持
ちで一杯です。
　アウトコートでは毎年人気のプロクリニックが大好
評！いつも定員の何倍も申し込みがあります。各メー
カー様の契約プロ選手の熱い指導で子供たちにテニスの

有明の森スポーツフェスタ2017開催報告

有明の森スポーツフェスタ 2017　開催報告
普及委員長 新堀　　丘 
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楽しさが伝わったと感じています。プロの皆様、ご協力
ありがとうございました。
　他にも芝生広場でのイベント、スタンプラリーと一日
を楽しめるようスタッフ全員が頑張ってくれました。皆
の頑張りに感謝！です。ありがとうございました。
　来年以降は有明テニスの森公園と有明コロシアムが東

京 2020 オリンピック・パラリンピック用に改修工事と
なるためこのイベントは開催ができませんが、工事終了
後には新たな気持ちで再開したいと考えています。
　この場をお借りしてご協力頂いたすべての方に感謝
し、お礼を申し上げます。
　ありがとうございました。
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　昨年に続き、今年も大阪市西区にあるうつぼ公園にて
２日間に渡り『うつぼスポーツフェスタ 2017 in 大阪う
つぼ公園』を開催致しました。
　うつぼ公園とは、オフィス街のど真ん中にある緑豊か
な公園で、大通りを挟んで西園と東園に分かれます。西
園には、観客 5,500 名の収容が可能なセンターコート、
500 名収容のサブセンターコートを含む、ハードコート
16 面を有する靱テニスセンターがあり、東園には広大
なバラ園が広がる中、アンツーカーコート4面を有する
靱庭球場があります。１年の中で最もバラが美しい５月
の第２週目には、毎年多数の屋台が立ち並ぶ、西区が後
援のばら祭が開催され、来場数は３万人を超えます。
　スポーツフェスタは、そんなばら祭の一環として“テ
ニスの普及”“スポーツ振興”を目的として３年前に始
めました。当然今年もばら祭との共同開催を前提に昨秋
より企画を進めてきましたが、ばら祭の主催者（民間の
任意団体）から「一緒にはしたくない」と突然の参加
拒否…（どうやら昨年想像以上の来場数で目立ち過ぎた
事が気に障ったようです）何度もお会いしお願いをしま
したが受け入れていただくことはできず…　西区が後援
するばら祭の中でのフェスタ初日のトーナメントは『大
阪市西区長杯』の冠が付き７回続いた大会ですが、この
ままでは途絶える事になってしまいます。フェスタ自体
の日程変更や規模の縮小などの検討を繰り返した末、と
うとう開催まで１ヶ月となり、ならば我々主催の単独開
催として急遽西区役所に大会後援依頼書を持ち込みまし

た。私の熱意に賛同（根負け？）いただき、異例の速さ
で西区の後援を取り付け、なんとか『第8回 大阪市西
区長杯』の開催が決定。またそれだけではなく、スポー
ツフェスタ全体の後援を取る事に成功し、制作物の準備
に取り掛かれたのはなんと開催１週間前…　手作りで作
り上げるのが近畿のモットー。看板や POP などの掲示
物は元より、ターゲットナインなどコーナーに欠かせな
い用品の多くも、手作り感満載という怒涛の準備を経て
当日を迎えました。
　１日目の５月 13 日㈯は『第8回 大阪市西区長杯　
ミックスダブルステニストーナメント』。初級と中級の
２レベル。応募から５日ほどで定員に達するほどの人気
でした。残念ながら午前に予定していた初級の部は前日
から続く大雨により中止となりましたが、祈りが通じ午
後の中級の部は無事開催する事が出来ました。
　２日目、５月 14 日㈰は全て当日受付のみの 17 アトラ
クションを設けました。より小さなお子様も楽しんでい
ただけるよう、各コーナーにそれぞれ難易度を下げた幼
児用もご用意すると同時に、輪投げやスーパーボールす
くいも取り入れました。スタンプラリー入りのチラシが
できあがってきた4月末、有明の森スポーツフェスタ
を見学させていただいたところ、コーナーの充実に感
銘。共に参加した事務局の中村と帰りの新幹線の中で早
速ミーティングを開き、「準備に時間もお金もさほどか
からない物は取り入れよう！」と、急遽立ち幅跳び・棒
つかみ（反射神経テスト）・大豆つまみ（巧緻性テスト）

うつぼスポーツフェスタ開催報告

うつぼスポーツフェスタ 2017 
in 大阪うつぼ公園　開催報告

近畿テニス事業協会 副会長 髙島　　昭
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の３つを取り入れました。これが結果多くの参加者を呼
び込む結果となり、私自身驚いているところです。
今年も開始１時間前から受付に列が出来初め、急遽予定
時間を 15 分早めての開始、また、途中入場制限を設け
るほどの盛況で、昨年使えた隣の広場が使えないながら
も、昨年の 15 アトラクションから２つ増やし、昨年度
を大きく上回る、２日間のべ 3,654 名の皆様にご参加い
ただく事が出来ました。反省点も多くまだまだ発展途上
のイベントではありますが、毎年少しずつ改良しながら

大阪市民に愛されるイベントに育てていければと思って
います。そして、テニスを始めスポーツの普及＆振興に
貢献できるよう、努めてまいります。

　最後に、この場をお借りして本イベントにご協力いた
だいたメーカー様、テニスを学ぶ専門学校の学生さん達、
加盟事業所の方々、全ての方に感謝申し上げます。
　ありがとうございました。
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　クラブ部会・後継者の会では昨年から引き続き『５年
後 10 年後のテニスクラブの将来』について話し合って
きました。前回からテニスプロデューサー制度の講師で
有ります鴻巣敦様からマーケティングの講義を行って頂
いております。
　前回はマーケティングの概要などお話し頂きました
が、もう少し基本部分を教えて頂こうという意見が有り
ましたのでテニスプロデューサーの講義の一部を披露し
て頂き再認識を深めようと思います。合わせて『自社分
析・市場分析のシート』につきましても復習を行いもう
少し前へ進めて見ようという事になりました。
　マーケティングの知識を吸収し、『マーケティングの

手法』を実際に駆使し“使える知識”にして問題解決に
一歩でも近づく為の勉強会を開催しました。

日　　程：平成 29 年6月6日㈫　15：00 ～ 17：00
　　　　　※会議終了後懇親会を開催
講　　師：テニスプロデューサー資格認定
　　　　　シニア編・マーケティング科目　講師
　　　　　 ノアインドアステージ株式会社　関東エリア

部長／関東本部次長　鴻巣　敦氏
内　　容：自事業所の現状分析　など
場　　所：（公社）日本テニス事業協会　会議室
参 加 者：8名

クラブ部会・後継者の会開催報告

第 46 回 クラブ部会・後継者の会　開催報告
クラブ部会長 宮古　　昌
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　今年で五期目となる実践！“支配人養成塾”の第一回
目を、4月 10 日㈪に参加者 30 名と正副部会長6名で開
催しました。これまでと比べ 20 代・30 代の方が多く、
また遠く仙台・安中・枚方・和歌山からもご参加があり、
大変熱気のある勉強会をスタートしました。今年も、明
日のテニス業界を担う若きリーダーと共に、年間全4回
を通して「各自の年間目標を設定し、具体策を共に考え、
確実に実行し、目標をクリアする」この流れを実践して
いきます。さらに部会当日だけに留まらず、参加メンバー
の『事業所訪問会』を実施し広く深く交流していきます。
一年後に必ずや目標を達成し、その過程を通して新しい
発見や多くの気づきを得る事で、ひと回り成長した自分
に出会えるはずです。

〈第一部〉
　A ～ F の6グループに分かれ自己紹介した後、それ
ぞれの年間目標達成に向けてコミットメントリストの作
成に取り掛かりました。毎月、進捗状況を更新しグルー
プメンバーへ報告することで、互いに刺激し合い情報交
換にも役立てていきます。

〈第二部〉
　各自の抱える重要課題を事前アンケートから集計し、
その中で多かったものをテーマにグループワークを行い
ました。今回は「新規獲得」をテーマとし、①現状分析
から②仮説を立て、③ターゲットを絞り込み、有効な④

具体的施策を導き出します。各グループから出てきた具
体策を参考に、自事業所で実践された方もおられるので
はないでしょうか。次回以降は「継続率向上」「人材育成」

「リーダーとしての資質向上」がテーマとなります。

〈第三部〉
　「自事業所のセールスポイント」を全員の前で発表し
ます。誰でも行ってみたくなるよう魅力的にプレゼン
テーションすることが目的です。第一回目は正副部会長
6名が発表しました。次回は A・B グループに発表して
いただきます。

〈第四部〉
　「自社の経営戦略・支配人に求める物」をテーマに、
株式会社サイオ 代表取締役 金子栄継様にご講演いただ
きました。自社の事業展開・企業使命・行動指針から始
まり、事業所のリーダーである支配人に求める資質や担
当業務、そして具体的な取り組みと成功事例を詳しくお
話しいただきました。更にコーチ心得・コーチ要件・お
客様との適切なコミュニケーションの取り方などレッス
ン面にも多く触れられ、「有能なコーチであれば支配人
業務なんて余裕です！」と、これからのリーダーを目指
す参加者の背中を力強く押していただきました。

　次回、第二回目は７月 10 日㈪に開催いたします。

マネージャー部会報告

実践！第五期“支配人養成塾”
～未来のテニス界を担うのは君だ！～　報告

マネージャー部会 部会長 曽根　正好
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　今回コーチ部会では、スポーツテクノロジーの最先端
「PlaySight SMART COURT（プレイサイト・スマート
コート）研修会」を特別賛助会員のスポーツサーフェス
株式会社様のご協力をいただき開催いたしました。
　PlaySight SMART COURT とは、テニスコートに設
置されたビデオカメラと全てをコントロールする１台の
キオスクタワーと呼ばれるタッチパネル操作盤によって
テニスプレイヤーの技術向上とトレーニングに対する意
欲と創造力を飛躍的に向上させる最先端のスポーツ分析
装置です。
　世界中に広がる PlaySightSMART COURT が設置さ
れたコートは全てクラウドベースで管理され、世界中の
どの PlaySightSMART COURT からでも利用すること
が出来ます。同時に世界中のコートで繰り広げられる
パフォーマンスを共有して世界規模のテニスコミュニ
ティーを作り上げています。
　現在、日本国内において PlaySight SMART COURT
を設置しているのは、千葉県柏市の（公財）吉田記念テ
ニス研修センターと今回研修会場をご提供いただきまし

た、IHSM テニスアリーナ松戸・DecoturfTennisEX の
２ヶ所のみでございます。
　PlaySight SMART COURT の国内における認知度は
低く、活用方法についても模索中の段階であります。一
方アメリカでは USTA National Campus のテニスコー
ト 100 面の内 84 面に PlaySight SMART COURT が設
置されるなど、数多くの場所で設置され実用化が進んで
いるようです。また、ヨーロッパにも設置箇所の拡がり
がみられます。
　これからのテニス指導における施設・設備としてどの
ような利用・活用が出来るのか？　などについて参加者
の皆様と一緒に考える研修会を開催いたしました。

■研修名　PlaySight SMART COURT 研修会
■日　時　平成 29 年6月２日㈮ 13：30 ～ 16：30
■参加者　22 名
■会　場　 IHSM テニスアリーナ松戸・
　　　　　DecoturfTennisEX

コーチステップアップアカデミー報告

「PlaySight SMART COURT 研修会」開催報告
コーチ部会長 臼倉　明博
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　今年度で三期目となる『フロント育成塾』第１回目５
月９日㈫参加者 22 名、正副部長５名で　～本氣でフロ
ントを楽しむ～をテーマにスタートしました。
初参加の方も多く、１回目は皆さん緊張…しかしそこは
フロント！あっという間に笑顔での会話が見られまし
た。
　第三期では要望の多かった、クレーム対応や接客接遇
について、講師の方をお招きしてお話していただきます。
今回はクレーム対応研修。『フロントにおけるクレーム
対応の仕方』を株式会社ルネサンス　水野様よりお話し
いただきました。
　クレームは最初の対応がとても大切なこと。相手のお
話をきちんと伺う事。相手を不快に思わせてしまった事
には変わりが無いのでそのことはきちんとお詫びをする

事。分かってはいましたが再確認でき、また対応ポイン
トなども教えていただき大変貴重な時間が過ごせまし
た。
　また、各回ごとに課題を記入していただき、グループ
に分かれ目標、問題解決へのアドバイスなど解決の糸口
を見出していくグループディスカッション。
　とても刺激があり、フロントあるあるもたくさんあっ
て、たいへん有意義な時間となりました。
　フロントはやっぱり楽しい！と心から思う人が 1 人で
も増えるように…フロント育成塾に楽しんで参加してい
きましょう�
　水野様　参加者のみなさま、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。

フロント育成塾報告

第三期フロント育成塾　第１回　開催報告
～本氣でフロントを楽しむ～

フロント部会 副部会長・狛江ローンテニスクラブ 池澤　幸子
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アメリカTIAニュース

　米国において主導的立場にある医師、スポーツメディ
カル専門家から構成される「Tennis Health & Wellness 
Task Force」は、このほど健康、ウェルネス、長寿に
関してテニスが果たす効用についてのレポートをまとめ
た。
　このタスクチームは、Johnson & Johnson 人間科学
研究所の創設者でありテニス業界における健康アドバ
イザーとして著名な Jack Groppel 博士により率いら
れ、テニス業界の大きな支援を受けて活動している。
Groppel 氏は国際的にも人間の能力研究についての第一
人者と認識され、またテニス界との関わりも非常に深く、
USTA 等のスポーツ科学委員長などを通して 16 年にわ
たって業界を側面的に支えてきた。
　同氏は、「テニスは長年にわたって生涯スポーツとし
ての地位を確立してきた。さらに世界的に有名な様々な
科学者が明らかにしているように、テニスはあらゆる年
代層において最も理想的なスポーツであると言える」と
している。
　この Groppel 氏のチームがまず手掛けたのが『テニス
の効用』であることが注目される。「この『テニスの効用』
研究は、テニスが人間の身体、精神、そして生涯にわたっ
て、いかにプラスの効果をもたらすかを証明するもので
ある」と同氏は語り、一例として、シングルス１ゲーム
の消費カロリーが、580 － 870 カロリーであることを明
らかにした。つまりテニスはダイエット、スリム化、長
寿に有効というものである。さらにストレス低減、社交
活性化などにも役立つと指摘している。
　また別途オックスフォード大の最近の実証研究とし
て、80,000 人以上に対する９年間の追跡調査を紹介し
ている。それによれば、水泳、エアロビクス、サイクリ
ングなどおよそすべてのスポーツ種目の中でテニスに代
表されるラケットスポーツは最も死亡率が低くなったと
された。特に心臓血管系の病気死亡リスクは、ラケット
スポーツによって 56％低減すると証明されている。
　オックスフォード大の Charlie Foster 博士によれば、

「ラケットスポーツは単に身体的な有効性だけでなく、

メンタル面、社交的側面においても大いにメリットがあ
る」と指摘し、「消費者はこういった（ラケットスポー
ツの）メリットを正しく認識し、それにより自分自身や
子孫の人生が長く豊かにできることを知ってもらいた
い」としている。
　Groppel 氏は「テニス業界の各団体や事業者の協力を
得ながら、数多くの人々の健康、ウェルネス、長寿にテ
ニスを活用することを訴えていきたい」と語っている。
このタスクチームのメンバーには、以下の５人が参加し
ている。
－ Laura deFina 博士：Cooper 研究所社長兼 CEO
－ Brian Hainline 博士： NCAA（全米大学体育協会）

医学部門責任者、前 US Open 
Medical Officer

－ Babette Pluim 博士： オランダテニス協会主任医療ア
ドバイザー

－ Paul Roetert 博士：前 SHAPE アメリカ社　CEO
－ James Whitehead 氏： ACSM（アメリカスポーツ医

学会）CEO

　前述の通り、テニスを通じて健康や幸福感の実現を
導いていくため、このタスクチームは TIA、USTA そ
の他テニス業界各団体との緊密な連携を目指してい
る。これについて TIA の代表理事 Jolyn de Boer 氏は、

「Groppel 博士を始めとした健康に関する著名な研究者
たちと、意義あるプロジェクトにかかわって行かれるこ
とを楽しみにしている。そして『テニスの効用 10』を
手始めに、業界メンバー各社が結束してテニスのメリッ
トを訴えていくようにしたい」と語る。
　Greppel 博士は、J&J 人間科学研究所の他、世界健康
活力共同会議の副議長、イリノイ大学の地域健康学の教
授などを歴任している。また、職場での健康管理、能力
開発研究の第一人者でもある。2016 年4月、全米身体
活動計画（National Physical Activity Plan）が推奨す
るスポーツとして、テニスが第１位になったがこれは
Groppel 博士の功績である。

アメリカテニス事業協会便り2017／6
「テニス健康タスクチームによる
『テニスの効用トップ10』発表」

報告：理事 飯田　浩一
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「テニスの効用トップ 10」
①　ダイエット：シングルスで 580 － 870 カロリー消費
②　長寿：週に３時間のテニスで心臓病のリスクを

56％低減
③　心臓・筋肉・骨の強化：テニスプレーヤーは心肺機

能の低下リスクが最も低い
④　反射神経が発達：テニスをやって機敏に、バランス

良く
⑤　ストレス解消：身体的・メンタル的なチャレンジで、

ストレス耐性がアップ
⑥　脳力アップ：プレー戦略は脳の活性化をもたらす。

テニスをやる子は成績向上
⑦　問題解決力習得：幾何学と物理学を駆使したコース

戦略は、他にも応用場面多し
⑧　家族や友人との交流：年齢にかかわりなく、気軽な

準備で皆の団らんを
⑨　スポーツマンシップの涵養：ダブルスや団体戦を通

して良きチームプレーヤーに
⑩　社交的生活：テニスをやって「明るく」「ポジティ

ブ思考に」

　なお、本記事中の Babette Pluim 博士およびオックス
フォード大の研究結果については、去る6月 12 日開催
の当協会定時総会において、公益財団法人日本テニス協
会医事委員長でアンチ・ドーピング委員長の別府諸兄様
にも特別講演にてご紹介いただきました。
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　クラブで女性を試合に誘ったら断られてしまった。実
はこれよくあること。きちっと打てるようになってから
とか、今日は調子が悪いから練習したいとか。お日柄が
悪いとか、空いているコートの方角が悪いとか。ほんと
のところは私のことが嫌いなだけかもしれないが。まあ
たいていは、女性はまじめだから、いい加減なテニスで
試合に臨むのはいけないことと思っているケースが多い
ようだ。
　ところが、テニスというのはけっこういい加減なス
ポーツ。変な回転のサーブは入ってくるし、当たり損ね
のショットやバウンドの変化、ボールの深さもホントい
ろいろで同じショットが続くなんてほとんどない。第一、
いいフォームで一定の深さに打ったら、短いところから
はアウトするし、うんと後ろからなら短いチャンスボー
ルになってしまう。ところが、そこがテニススクールな
らコーチが協力してくれるので、球出しボールやコーチ
との一定のラリーで、一定フォームで何本でも続く。そ
こで「ナイスショット」「いい感じ」なんて言われると、
ついその気になって、いいフォームの追及に励むことに
なる。そしていよいよ、万難を排して、試合開始。上手
なコーチとのラリーと違って、とんでもないボールが来
る。そしてまたまたボロボロに…。
　さて、上級者の方ならご存じだろうが、試合中の打ち
合いで大事なのは、少し位崩されかけても面が崩れない
とか、ギリギリのショットでもちょうどよくラケットを
出して合わせるとか、そんな人のテニスが負けないテニ
ス。そしてチャンスボールが来た時に適切な強さで適切
なところに決められる人が勝つテニスの人。この適切な
というところがミソ。フルスウィングじゃなきゃいけな
いわけじゃないし、すごく難しいところを狙うミラクル
ショットである必要もない。自分の安全範囲で、ちょっ

とだけ無理をして狙うことが重要なのだ。具体的には面
を安定させるために手首を固定し、大振りになりすぎな
いようにする。フルに振り切る形よりも、やや臆病にす
こし小さめに振ることが必要になる。そして、そのショッ
トに自信がつけば、安心して試合でも大胆さを発揮でき
るというわけ。
　さあ、じゃあ練習はどうやればいいのか？簡単に言え
ば、試合で使うショットを練習するということ。例えば、
後ろの方からロブを打てるようにする。短かったら短く
打てるように。右が開いているなら右に、左なら左に。
レシーブが打てるように。決め球が決まる方向に。試合
で使うための練習をする。そして、試合をしてみる。試
合が終わったら、うまくできなかった技を磨きなおす。
こう書いてみるとそんなに大したことじゃない。ごくご
く当たり前のこと。でも、こんな風に練習している人、
見たことありますか？テニスコーチでそんなことを意識
してレッスンしている人いますか？テニスは試合です。
試合で使うための技を身に着けるのが練習ですよね。

スジガネ君、テニスを語る

テニスとは試合のこと
東戸塚松原テニススクール スジガネ君と代筆の松原　雄二 
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　近頃、至るところで AI（人口知能）という言葉を見
かけますね。自動運転や翻訳、音声理解などいろいろな
ジャンルでの話題がほぼ毎日あります。最近では、グー
グルの囲碁 AI「AlphaGo」と世界最強といわれる中国の
柯潔（かけつ）九段の勝負が行われ、その 3 番全てにお
いて「AlphaGo」が勝ったというニュースがありました。
　3000 年の歴史を誇る囲碁というゲームで人間に勝つこ
とは、AI の世界ではもっとも難しい課題のひとつと考え
られてきました。AI の大きな特徴は自ら学習することで
すが、「AlphaGo」のソフトウェアには、最初囲碁のルー
ルさえ組み込まれていなかったそうです。過去の膨大な棋
譜を入力する学習を行い、囲碁 AI 同士を対局させて鍛え、
世界最強棋士を破るまでに成長させたそうです。
　金融の世界でも、AI を使う動きは加速しています。
これまでも金融業界では、銀行の窓口業務などの単純作
業が ATM やインターネットバンキングのような IT 技
術に取って変わられてきました。ところが今や、株の売
買判断や資産運用などの高度な判断力を求められる業務
も AI が行うようになってきています。
　米国の最大手投資銀行のゴールドマンサックスでは、
2000 年に 600 人いた株式トレーダーが、今はたった２
人で、その代りに AI が株式を自動売買しているそうで
す。自動売買といっても「買った値段から何％上昇した
ら売る」という単純なものではありません。AI が、株
価変動や経済ニュースやレポートを随時チェックし、気
候や各国の経済指標等々、世界中のあらゆるビッグデー
タを解析し「何にどのタイミングでいくら投資するか」
といった高度な判断を行って売買をしています。
　例えば、高度な言語処理能力を駆使し、世界中の証券
アナリストのレポートなどを読み込み、その微妙な表現の
変化を読み取り、どのアナリストがどの銘柄を売り推奨か
ら買い推奨に変更するかなどの兆候を事前に察知します。
　さらに膨大な画像処理能力もあり、例えば大量の衛星
写真を瞬時に確認し、駐車場の込み具合からそのスーパー
マーケットの売り上げを予測したり、トウモロコシの栽培
状況から穀物の市場価格を予測したりもできるそうです。
　株式トレーダーやファンドマネジャーという仕事は、
トップ大学を卒業した MBA ホルダーといった高い知性
を持つエリートが担っていました。しかしどんなエリー
トであれ人間。もはや人間のトレーダーの情報処理能力
では絶対に AI に太刀打ちできないのが現状です。
　ゴールドマンサックスは今年２月、日本国内でも個人
投資家向けに AI が運用する投資信託を発売し、すでに
2,300 億円以上の資金を集めています。
　またヤフーでも、「Yahoo! ファイナンス」や検索キー
ワードなどのビックデーターを AI が分析し、運用に活
用する投資信託「Yjam プラス！」を昨年 11 月から募
集しています。

　ポータルサイトの代表格「Yahoo! JAPAN」は、月間
700 億ページビューと桁違いのアクセス数があります。 
同サイトからアクセスできる「Yahoo! ファイナンス」
を始め、ニュースサイトの記事閲覧数や EC サイトの売
れ筋商品、検索キーワード、天気に不動産まで、あら
ゆる情報が集積されたビッグデータを AI が 24 時間 365
日解析して学習し続けています。人間が見ているだけで
は判断できない「市場の歪み」を見出せ、株価上昇直前
のタイミングを掴むことも可能だそうです。
　テニス業界に目を向けてみますと、2015 年のウィンブ
ルドン大会では米 IBM の AI「Watson」がテニス専門家
として登場し話題になりました。大会スタッフが言葉で

「Watson」に質問すると、試合の進行状況に応じて、プレー
が分析されたり、過去のデータが提供されたりして、ほぼ
リアルタイムにファンへの的確な情報発信ができました。
　また、6月の研修会に参加された方もいらっしゃる
と思いますが、イスラエルのベンチャー企業 Play Sight
社が開発したテニス専用の映像解析システム「Smart 
Court」も、今後に大きく期待ができます。あのジョコ
ビッチ選手もこの企業に出資しているとか。
　「Smart Court」がどんどん世界中のコートに設置さ
れていき、世界中のセンサーから日々選手のデーターを
クラウドに蓄積していきます。サーブのスピード、ボー
ルの回転・着地点、選手の走行距離・消費カロリーなど
コート上のプレイデータは全て自動で記録され、また各
データを即座に確認したりできます。
　たとえば、「10 歳以下の男子の中で最もサーブスピー
ドの早い選手は誰か」という検索を簡単に行うことがで
きるのです。このようなデータを活用すれば、将来有望
なタレントを発掘するのに役立ちます。一方、個々の選
手にとっては、自身の詳細なパフォーマンスを客観的に
把握できるため、今後の目標設定やトレーニングの指針
決めることができるようになります。
　世界中の選手の過去から現在までのあらゆるデータを
AI が解析して、錦織選手を AI がコーチするような日
も来るかもしれませんね。

担当：
株式会社青山財産ネットワークス
財産コンサルティング事業本部
有田能正　
CFP®（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定）
シニア・プライベートバンカー（日本証券アナリスト協
会認定）
宅地建物取引士
TEL　03-6439-5801　FAX　03-6439-5850
E-mail：y.arita@azn.co.jp

Part 24税制コラム

「AI と資産運用とテニスコーチ」
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「利他の心」に思う
　「祐真（すけざね）キキ」って知ってる ?

　アメリカの大ヒット TV ドラマ「HEROES」の
主演に抜擢された、日本の無名の女の子の名前なん
だけど、その子のインタビューを見た。

　「世界の誰でも私の事を知ってるくらい有名にな
りたい。」

　それはなぜかって言うと、有名になれば自分のや
る事に全世界が注目する。
　自分が有名になってアフリカに行けば、マスコミ
がそれを全世界に発信してくれる。
　それによってアフリカ難民を支援することができ
るっていうのである。

　彼女はアンジェリーナ・ジョリーの大ファンであり、
アンジェリーナ・ジョリーがアフリカの難民支援のた
めにそこへ行った記事を見て、彼女自身も実際過去
にボランティアでタンザニアに行ったんだって…。

　彼女にとって、アメリカの超有名 TV 番組に抜擢
されたことはあくまでもスタートラインであり、通
過点。
　しかも自分が世界的女優になることすら、通過点。
　ゴールはアフリカの子供たちを救うこと。

　純粋に「共感」し、「応援」したいと思った。

　最近、女房が入院した。
　その病院は、昔「日立何たら病院」だったんだけど、
最近名前が「平成横浜病院」って変わってた。つま
りオーナーが変わったのである。
　女房は、担当医のことを看護士さんに「どんな先
生なんですか ?」って聞いた。すると看護士さんは
こう言ったそうだ。

　「病院の経営が変わる時、多くの医師は日立系列
の他の病院に移ったけれど、あの先生は『患者を置
いて出て行くわけにいかない』って言って残った。
その言葉に多くの看護士が共感して残りました。」
　自分の処遇のことより、患者さんのことを考え、
患者さんのために残る決意をした。

　その姿勢は、たくさんの人に「感銘」と「勇気」
を与えたと思う。

　最近あるテニススクール経営者の方の話を伺うこ
とがあった。

　話の中で、その方は経営の傾いたあるホテルの運
営権を買って、立て直しをすることに決めたそうだ。
それを決意したのはこういうことがあったらしい。

　そのホテルは一度経営が傾いた時に、有名なホテ
ル再生のコンサルタントに再生を依頼したので、全
国から優秀なホテルマンが集まっていたという。
　今回、再び経営危機になった時に、ある社員がプ
ライベートマネーを 1,000 万円もかき集めて来て、
これであと１ヶ月ホテルをもたせてくれと経営陣に
迫ったらしい。
　何でそんな事をしたのかって言うと、こんなこと
らしい…。

　「１ケ月後に結婚式の予約が３件入っているんで
す。彼らにはぜひこのホテルで結婚式を上げさせて
やりたい。約束を守りたい。」

　経営者でなく従業員が、お客様のために 1,000 万
円のプライベートマネーを会社に差し出す。そんな
熱い気持ちを持っている従業員がいるなら、必ずブ
ライダルで再生できると信じた。

　従業員の行動に「感動」し、「応援」したいと億
単位の投資を引き出した。

　「ギャラは将来のために貯金します」って、祐真
キキが言ったら ?
　「僕には生活があるんで…」って病院の先生が患
者をほったらかして言ったら ?
　「あの３組には可愛そうだけど仕方ないよな。俺
も次の仕事探さなきゃ !」て求人誌を見ながらホテ
ルマンが言ったら ?

　ここで、考えてみて欲しい。
　「自分のために」=「利己」が人から見てどう思
うかを、そして「人のために」=「利他の心」にど
れだけ「力」があるかを…。

　そしてそれは「本心からそう思ってる」時に初め
て伝わるんだよね。
　残念ながら「テクニック」じゃない ! ので、くれ
ぐれも間違わないでね。
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●お問合せは…

より詳しい資料は、担当営業にご用命ください。

文中の内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

《販売先》ＡＬＳＯＫ

常駐・綜管営業室 担当：溝口

ＴＥＬ：０３－３４７０－１８５４

短期利用型クラウド監視カメラ画像処理装置「トータルトラック」

お客様施設お客様施設
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カメラ画像を解析して

進入を検知！

トータルトラック

お客様 本部などお客様 本部など

配線⼯事不要、設置簡単！

PC・タブレットで画像確認
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ガードシステム

Always Security OK この瞬間も、

守っている。
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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. 03-6439-5801 担当　有田　能正
サントリービバレッジソリューション株式会社 清涼飲料水及び加工食品の販売
〒 107-0031　東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン 11F Tel. 03-3275-7722 担当　近藤　　正
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 1-6-41　品川クリスタルスクエア 7F Tel. 03-5463-7324 担当　西村　　健
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　プレメンスト 401 Tel. 03-3209-6111 担当　高山　純寛
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　福田　良枝
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. 03-3839-7120 担当　首藤　康一

◆協力賛助会員（50音順）
株式会社アイエス 各種印刷物、広告物、屋外広告、看板、幕、のぼりの製作会社
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
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
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）
株式会社 INE 環境事業「LED・新電力」・法人向けコスト削減コンサルティング
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
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
株式会社エイブリッツ スポーツグッズの輸入・企画販売、広告業
株式会社 SRI システムズ テニスクラブ・スクール運用ソフト販売等
株式会社エスコ キュービクル保守点検・LED・新電力サービス、補助金活用コンサルティング、太陽光発電システム
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 
合同会社 SUN・PLUS 健康食品、サプリメント企画・開発・卸・小売、スポーツ関連イベントの開催、他
株式会社 GNE 省エネ・省コスト事業全般
ジャスパス株式会社 振替口座の印鑑不要な口座振替受付・集金代行サービス、クレジットカード決済システムの提供
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
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　皆様こんにちは！
　関東も梅雨入りし、いよいよ夏に向けての準備が
忙しい時期になりましたね。
　夏の暑さは年を追うごとに厳しさを増すように感じ
られますが、公益財団法人日本体育協会から出され
た通達には、毎年発生する熱中症事故に対する防止
に各団体が留意する様、注意喚起がされております。
　そんな中、現在開催されている全仏オープンでは、
錦織選手のベスト8をはじめとし、多くの日本人選
手が本選入りを果たしました。また車いすテニスの
上地選手の単複優勝や国枝選手の１年ぶりのグラン
ドスラム参戦、ジュニア選手達の活躍も目を見張る
ものがあります。やはりグランドスラムで活躍する
日本人を見るのはワクワクしますね。
　今年度はテニス事業協会の創立 25 周年を迎える
節目の年に当たります。選手達の活躍に負けないよ
う、ポジティブエネルギーを全開にして夏を乗り切
り、テニス界を大いに盛り上げていきましょう。

編集後記

株式会社スポレングス スポーツ科学の促進、スポーツ測定・分析の実施、スポーツコンサルティング
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
泉州敷物株式会社 人工芝生・成形品・不織布の製造・販売、スポーツサーフェスの設計・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
大和ハウスパーキング株式会社 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
タロスカイ株式会社 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
地業建設株式会社 テニスコート施工
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
長谷川体育施設株式会社 テニスコート並びにスポーツ施設の基本計画・設計施工・請負及び監督等
株式会社 Padel Asia パデル施設の運営、輸入・販売、パデルを活用した経営コンサルティング
株式会社 PURE BALANCE トレーニング施設運営事業、トレーナー派遣・育成事業
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
前田道路株式会社 スポーツ施設の設計・施工
有限会社マツオホケンサービス 保険代理業
株式会社マックスヒルズ 広告の企画・立案・製作・実施、セールスプロモーション企画、ホームページ製作管理等
丸菱産業株式会社 家庭用温熱導子付低周波治療器「サンマッサーホット22BL」製造・販売
ミズノ株式会社 総合スポーツメーカー
ミラクル株式会社 スポーツ器具の開発・製造・販売、脚の健康に良い履物などの開発・製造・販売
明治安田システムテクノロジー株式会社 キャッシュカード利用の口座振替受付サービスを含む預金口座振替による集金事務代行業務
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
株式会社両備システムソリューションズ 会員管理システム
株式会社 WOWOW 衛星を経由した有料放送事業
ワールドスポーツアパレル株式会社 スポーツ用品の企画・製造・販売




