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ふくしまから始めよう！現状からの脱却、そして飛躍の軌跡へ

メリットからベ ネフィットに
JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会
理事長

協同組合に入りませんかとお願いをすると、
いただくお言葉が「メリット有るの」。

土 赤 光 宏

が、「体育の日」ボールを贈ろう事業です。こ
ども達には、ボールを使って楽しみ喜んで貰う

決まり文句のようにお話しされます。確かに

事だけでなく、その先に有る夢を抱いて大きく

言われてみれば、その度に、的確な説得力ある、

羽ばたいて貰える事がベネフィットの本来の意

目に見えたお答えが出来ていないのかも知れま

味です。

せん。

この先、自分が受ける者から与える者になり、

私が組合に入る事の始まりは、スポーツ店を

人が得をしてみんなが幸せになる活動をしてい

営むに辺り、当時から大変お世話になっていた

く事が、協同組合としてあるべき意義ではない

今現在 JSERA 相談役として尽力いただいてい

かと私は思って取組みをさせていただいており

る辻本昌孝氏の元へ相談に行き、心に響いた言

ます。

葉がご縁となり入会致しました。その時に言わ

そして時代は、情報化社会と言われる世の中。

れた言葉が「組合とは、自店の信用度が増し、

ほんとうにその情報が正しいのか、役に立つの

組合員相互のコミュニケーションが出来るそれ

か、確かめる必要にあります。また、国を挙

だけ価値の有る組織」だと、言われた記憶が有

げてのキャッシュレス化についてもそうです。

ります。

JSERA としては、これからも正確な情報を組

今は、時代も移り変わりメリットからベネ

合員の皆様に、早く正確にお伝え出来るよう皆

フィットに考え方が大きく変革していると、私

様のお力添えをいただきながら努めさせていた

は思います。今までは、自分に利点や長所が有

だきます。

る事での価値をメリットと感じて来ましたが、

結びに、皆さまと共に経営改革を考えさせて

これからは自分のためだけでの利益では無く、

いただきたいと思っております。何卒宜しくお

社会全体が幸せになるための利益を価値とする

願い申し上げます。

ベネフィットに時代は変化しています。

拝

JSERA では、ベネフィットを目的にした取
組みを 15 年間行なって参りました。その一つ
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スポーツ小 売りは変わる

アシックスジャパン株式会社
代表取締役社長

小林淳二氏

鼎談
２月にはめずらしく暖かな陽気の２月１８
日（月曜日）、アシックスジャパン株式会社
本社においてアシックスジャパン株式会社
代表取締役社長
宅

小林淳二氏と

取締役

三

淳氏、日本スポーツ用品協同組合連合会

理事長

土赤光宏氏に「自今以後

スポーツ

小売りは変わる」というテーマで鼎談をして
いただいた。
まず、今のスポーツ小売店の現状についてど
う見ていますか。
土赤理事長

商品を売りたくても、ランク付

けがあって仕入れられないなど、売りたい
ものを売ることができない状況だと思う。
また、チームユースの商品が手に入りに
くく、オーダーで作成するしかないので、
どのメーカーでどんな商売をしたらいいか
悩んでしまう難しい状況だと感じています。
だから今、小売店の中でも、物販だけで
なくフットサル場などの施設を作って体験
を売るなど、いわゆる「ことサービス」を
行う店も増えています。
小林社長

厳しい現状だと理解しています。

少子高齢化、それに伴うスポーツ競技者の
減少、また小売店の後継ぎ問題などがある
ので。ここ数年の小売店の店舗数の減少の
推移を見てもその厳しさを感じています。
流通が多様化した現在において、ｅコ
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コミュニケーションをとって一緒に前に進んでいきたい

自今以後

マース、大型店・・・と、どこでも何でも
手に入り、価格競争に陥ることは果たして
良いのか？と考えています。
但し、なぜこういうことをするのかとい
う丁寧な説明が必要ではなかったかとも感
じています。
お互いにどのような方向に進んでいきた
いか、どのように向き合っていくかとしっ
かりとコミュニケーションをとることが大
事だと思っています。
アシックスジャパン株式会社
取締役
アスレチック事業部長

三宅部長

三宅

淳氏

お客様がブランドを選び、お客様

が商品を選び、お客様が店を選んでいるの
で、お客様軸に立って考える必要がありま
す。選ばれる小売店、メーカーを共に目指
したいと考えています。
商品（モノ）とサービス（コト）を小売
店と共に地域スポーツ振興に根ざした活動
をベースに今後も進めていきたいですね。
小売店への説明などコミュニケーション
を今後しっかりやっていかねばならないこ
とだと思っています。
土赤理事長

多くの小売店が父ちゃん母ちゃ

んで切り盛りしていて、後継者が確実にい
れば次の世代に向けて自己投資をできるが、
経営者が高齢化して今後に投資しづらい部
分があるところもたくさんあると思います。
以前は月一で来てくれた営業マンもほと
んど来なくなると、情報が密に入る小売店
と、ほとんど情報が入らない小売店と差が
大きいのではないでしょうか。

アシックスは日本で生まれたブランドな
ので、国内メーカーへの安心感があります。
私たちは安心して販売できるアシックスの
商品を売っていきたいと思っています。

原点回帰

土赤理事長続き

日本スポーツ用品協同組合連合会
理事長

土赤光宏氏

今後はメーカーのおっしゃる通り・・・
ではなく話し合いができるといいと思いま
小林社長

以前よりコミュニケーションが薄

れているのではないかと感じています。
もちろん、小売店は今後も絶対必要です。
お客様すべてが e コマースで買い物ができ
るわけではないし、大型店や直営店が全て
のエリアを網羅できるわけではなく、地域
に根ざした小売店は不可欠です。
今後も小売店と向き合って、再度アシッ
クスらしさ、アシックスの良さを一つ一つ
丁寧に説明するなどコミュニケーションを
とって進んでいければと思っています。
創業者鬼塚喜八郎が大切にした地域社会

地域社会への貢献

す。

土赤理事長

オリンピックの賑わいが終わっ

た後でも安心して店づくりができるよう進
めていけたらいいと思います。
小林社長

小売店の声を聞き、現実としてで

きていなかったことは真摯に受け止めて、
小売店とはパートナーシップを築いていき
たいと思っています。
そして学校や自治体などに小売店ととも
に、ブランド、商品の良さをアピールでき
るようにしたいです。
現在、北海道の札幌から九州まで各営
業所スタッフとも会社全体としてコミュニ

成など原点回帰を方針として掲げているの

ケーションをとっているので小売店からも

で、そこにも力が注げるようにしたいです
ね。
土赤理事長

学校や行政に行ったり、チーム

対応をしたり専門性も高く、スポーツ小売
店でないとできない仕事。アスレ事業で商
売に繋げていける分野を大切にしてほしい
ですね。
小林社長

もちろん。アスレ事業の信頼・実

績があるからオニツカタイガーやワーク
シューズなど他の事業への好影響を与えら
れる。お客様の発想の中にも「ワーキング
シューズが良質だから陸上シューズも信頼
がおけるだろう」という逆の発想にはなり

・ 「お客様起点」

への貢献や、スポーツを通じた青少年の育

「一緒に学校行ってよ！」「もっと情報ちょ
うだいよ！」などどんどん意見を出してい
ただき双方のコミュニケーションを強化し
たいです。たくさんの声をもらって課題を
ひとつひとつ解決していきます。
今まで長い間の取引の信頼から応援し
てくださるスポーツ小売店経営者の方も多
いので、その声、期待に応えたい。日本
のブランドとして
信頼に応えるメー
カーになれるよ
う、メーカー・代
理店・小売店の三

ません。よってアスレ事業を軸にしたビジ

層が同じスタンス

ネスは非常に大切だと考えています。

で前を向いていけ

しかし、今からの少子化・競技人口減の

るよう、私達の考

なかで健康快適領域を強化し幅広いお客様

え方情報も明確に

に製品、サービスを提供したいと考えてい

伝えていきたいで

ます。

す。

アシックスジャパン
株式会社
外観写真
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土赤理事長

ウェブカタログについても、紙

土赤理事長

JSERA からの要望としては、

ベースのカタログが一冊でもあると全体が

地域でのイベント協力などを行っていきた

見渡しやすいとの意見があります。

です。

小林社長

経費が掛かるから止めたわけで

ま た、 今、 貴 社 が 取 り 組 ん で い る

はありません。時代の変化に合わせた提案

REBORN

をしてみましたが、全てのお客様に受け入

後 は 環 境 な ど SDGs の 観 点 な ど も 含 め

れられなかった事は真摯に受け止めていま

JSERA も参画させていただけるよう検討

す。

いただきたいですね。

三宅部長

グラウンドゴルフの商品とか、年

配の方は紙ベースのカタログがあった方が

小林社長

WEAR

PROJECT な ど、 今

リサイクルは結構経費はかかるよ

うですが ( 笑 )

良いのだな・・・などは大会の出店などで

しかしこの様な取り組みについては各

お客様の声で気づく事があります。お客様

所より非常に良い反応を頂いており、お客

の利便性にあわせたコミュニケーション方

様を巻き込んだ皆のモチベーションが上

法が非常に大事だと思っています。

がるイベントは積極的に展開したいです。

土赤理事長

以前はバレーネットの納品とい

JSERA の皆さんと色々と話ができる場が

えば多くがアシックス製だったが、紙ベー

あればどんどん伺いますし、ご意見をお聞

スのカタログがなくなってからは、品番を

きしたいと思っています。

確認するのに苦労しています。
小林社長

ウェブカタログの件だけでなく、

こんな手段をとってみたけど、結果として
良いか良くないかは検証し、時代の変化、
環境の変化には柔軟に対応する必要がある
と考えています。

【鼎談を終えて】
ご多用ななか、鼎談の時間を設けていただ
いた小林社長と三宅部長に感謝いたします。
スピードの速い時代の流れのなか、以前の
ように濃密にゆっくりと物事を進めていくの
は難しいと思います。

では、この先スポーツ小売店が変わるために

しかし、今はいろいろな技術革新で、例え

するべきことは何でしょうか。

ばテレビ電話やメールなどコミュニケーショ

小林社長 「これからこんなことしたいよ

ンをとる方法は格段に進歩しました。それら

ね。一緒にやっていきましょう !!」とする

の技術の恩恵をうまく受けて、今までとまた

ために、各ブロックの営業所のスタッフ

違った方法で改めてしっかりとコミュニケー

へでもよいので JSERA として各県や各ブ

ションが取れるようになると、きっと明るい

ロックなどでも意見、提案をしてもらいた

未来が待っているように感じました。

いですし、それらを聞きアシックスの考え

明るい未来を思わせてもらったのは、前向

方を丁寧に説明し、しっかりとコミュニ

きでにこやかな三人のお人柄のおかげかもし

ケーションをとって一緒に取り組んでいき

れません。

記録者：平川友美

たいと思います。
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来年に迫った 2020 東京オリンピック・

なお、2020 東京オリンピック・パラリン

パラリンピックも国民全員で応援し、盛り

ピックの自治体向けの商品の販売について

上げたいと思っています。いろいろな規定

も、2 月 5 日の全国理事長会議において一旦

の絡みでできないこともありますが、でき

説明があっていますので、各県理事長からだ

ることは是非小売店の皆さんと一緒にやり

された質疑等に対して最終確認後、改めて組

たいと考えています。

合員の皆さんにお伝えできると思います。

全国理事長会議
平成30年度

第26回全国理事長会議報告

日

時：平成 31 年２月５日（火） 13：00 ～ 17：40

場

所：ニューオーサカホテル

出席者数：理事長本人出席

43 名

理事長代理出席

2名

顧

問

1名

来

賓

1名

オブザーバー出席

7名

理事・監事出席

5名

合計

３階 「淀の間」

59 名 出席
進

行

：治郎丸専務理事

１．会

計

堀田理事

••必要経費の見直しをしている。
＜開会の辞＞
＜理事長挨拶＞

早川副理事長
土赤理事長

••理事長に就任して 3 か月。全国の皆さんの叱

••三大大会開催県には頑張っていただきたい。
１．総務委員会

治郎丸専務理事

••会員が減少している。まだ、入会していない方や、

咤激励をいただいています。

退会したが営業している方などに声掛けをして

色々な問題を一つひとつ解決していくことが非

いただきたい。

常に大切であり、販売方法の変革、経営の変

••メール配信をしているが、アドレスがそろってい

革、自分自身の変革が必要な年になっています。

ない状態。再度、各組合事務局にリストを流す

JSERA 執行部がしっかりした形で運営する事

ので、協力をお願いしたい。
＜新理事長紹介＞

を肝に命じたいです。
＜委員会活動方針＞

••村上英喜

理事長（栃木県）

••小柳

隆

理事長（埼玉県）

••1 月 22 日に橋本聖子参議院議員とスポーツ庁

••小倉敏弘

理事長（千葉県）

の課長 4 人の方々にお会いし陳情を行った。

••森垣正幸

理事長（京都府）

アドバイザー制を将来的に法制化して欲しいと

••伊藤堅志

理事長（島根県）

いうことを伝えた。

••茂成

潤

理事長（岡山県）

••中尾勝也

理事長（香川県）

••和氣

均

理事長（愛媛県）

••平岡和也

理事長（福岡県）

１．活性化委員会

１．共生委員会

美馬委員長

早川委員長

••育成部会を発足した。まずは、ブロック２～３
名の正会員を勧誘し２０名前後で構成する。
また、全組合員対象にアンケート調査を行い、
集計・分析し皆さんにフィードバックしたい。
１．広報委員会

辻川委員長

＜研修会＞
テーマ

『スポーツ用器具管理アドバイザーの今後』

••年３回のリポートと業 界 紙・スポーツ新 報の

講

「JSERA かわら版」で情報を流していきたい。

＜説明会＞

••育成部会やアドバイザー等の情報も流していく。
１．事業委員会

岸田委員

溝口

ぜひ購入していただきたい。

仁

顧問
１４：４０～１６：００

敏之氏（アシックスジャパン㈱

2020

東京オリンピック・パラリンピッ
クビジネス事業部）

で伸び悩んでいる。
ザインとなった。三大大会を開催された組合で

師：重森

『自治体案件のご紹介』

••ポンチョ、パネルミラー、ラインパウダーの事業
••ショッピングバッグのデザインがすべて新しいデ

１４：００～１４：３０

『三大大会への新たな取り組みについて』
河上

聖志氏（日本スポーツイベントサービ
ス推進協議会

専務理事）
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②若手従業員

『育成部会について』
早川副理事長（共生委員会
＜報告会＞



委員長）

１６：１０～１６：３０

①セミナーを活用した後継者育成と組合活動の
活性化
②収益事業の実施
＜チャレンジ発表＞

処遇改善計画
（山口県：愛屋雄希）

③子供たちにスポーツのすばらしさを！


（沖縄県：新本

光）

（富山県：定塚崇志）

④キャッシュレス決済集客勉強会の開催

（高知県：美馬義一）



１６：３０～１７：４０

発表終了後、各都道府県代表１名による投票（良

（岡山県：茂成

自県の組合活動をより良くしていくため。また、

いと思われる発表県２つを投票）。

他県の情報を得て理事長自身が士気を高め、

＜閉会の辞＞

組合運営に役立てる事を趣旨とし発 表を行っ

潤）

早川副理事長

開票の結果、タイムリー賞：岡山県、理論賞：
山口県、ホープ賞：沖縄県が選ばれた。

た。
••各自組合の考えを基に、各都道府県の事業と
して計画し取組み実施。
••2019 年 3 月 1 日～ 2019 年 12 月 31 日まで の
間に実施し報告書を提出していただく。
••活動報告書・会計報告を提出。
••翌年の全国理事長会議席上にて発表、奨励金
授与。
奨励金は最優秀賞 10 万円（総額 20 万円まで）
「チャレンジ県」
① 2020


全国中学校体育大会を盛大に
（愛知県：藤本

忠）

JESRA育成部会発足
Q． 育成部会の目的は何ですか？
A． 我々組合員を取り巻く環境は激変しています。例えば少子高齢化、人口減少の構造
的な問題から、ネット販売の拡大普及、メーカーによる取引条件の変更等様々です。
そのなかで、今後どのように生き残っていくのか、試行錯誤しながら探っていかね
ばなりません。
この育成部会では、次世代組合員が中心となり、相互の交流を深め研鑽し、人のあ
り方について考えながら組合活動を活性化させたいと考えているからです。
Q． 具体的にはどのような活動を行うのでしょうか？
A．	 ・共同仕入れなどができる体制づくりや、オリジナル商品の開発
・講師を招いての勉強会の実施
などを進めていきたいと思っています。
その他、育成部会員の声を聞きながら今の時代のニーズに合う活動
を行なえればと考えています。
Q． メンバーはどのようにして決定しますか？
A． まず今回は JSERA 共生委員会と各ブロッ
ク代表理事で勧誘いたします。各ブロック２
～ 3 名程度声をかけます。よって全国で 20
名程度になります。
ご承諾いただきますよう何卒よろしくお願
いいたします。
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～お願い～
今回の JSERA リポートにアンケート
を同封しております。
皆さんの声を反映できるよう状況を
把握するためのアンケートですので是
非返信をお願いいたします。
返信先 Fax：03-5829-6491

新 理 事 長 登 場
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JSERA 新 理 事 紹 介

JSERA 新理事としての抱負
茨城県スポーツ用品協同組合
理事長
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坂 下 英 雄

日本の経済・社会環境は高齢化・IT 化の進展

メーカー、卸、小売の３層で偏りの無い意見交

等近年大きく変貌しており、消費者行動・ニーズ

換、現実を踏まえた討議を展開し、それぞれがメ

の変化等、スポーツ市場にも大きな影響を与えて

リットを得られるよう努力していきたいと考えて

います。

おります。そしてエンドユーザーである「消費者」

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

にとっても、ＷｉｎＷｉｎの関係を築く事が重要

クの開催を控え社会のスポーツへの関心や期待が

になります。誰もが望む社会の実現に貢献してま

ますます高まっていく中でスポーツに関心を寄せ

いりたいと考えております。

る一般消費者層が増加することが予想され、ス

微力ではございますが、最善の努力をいたして

ポーツを軸とした日本の経済社会の活性化が期待

参りますので、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお

されています。

願い申し上げます。

ブロック 大 会 報 告

九州ブロック大会の報告
九州ブロック協議会
会

長

丸 山

修

JSERA 九州ブロック協議会定時総会が、宮崎

ですが７～８年前は 100 人を目安として見込ん

県運動具商協同組合の主管により、平成 30 年 11

でいましたが、ここ数年減少に転じ、鹿児島大会

月７日（水）宮崎市ニューウエルシティ宮崎にお

で 80 名、本年度の宮崎大会で実総数 74 人でした。

いて開催されました。（宮崎県宮崎市宮崎駅東１

ここにも組合員の減少が現れているようです。

丁目２番地８）

九州の業界団体、以前はメーカー、卸それぞれ

会場は宮崎市、宮崎駅東口すぐそばでアクセス

の団体が個々にありましたが、現在では一つに集

の良い場所です。宮崎県組合の皆様には便利な場

約され、九州スポーツ用品友好会（九友会）とし

所での開催に感謝申し上げます。

て活動しており、九州各小売商組合の総会への出

本題に入る前に九州ブロックの紹介をさせて頂
きたいと思います。
九州ブロック協議会では、いわゆる総会「ロー
カルルール」なるものがありまして、総会の開催

席を含め、ご助力頂いています。今回の九州ブロッ
ク大会には 14 社の出席でした。
それでは総会全般を時系列に沿って報告しま
す。

場所は反時計回りに開催県並びに主管県組合が各

総会：当然ながら小売り組合員のみの参加で

県を移動していく形での開催予定となります。そ

55 人の参加者でした。宮崎県組合理事川西晃氏

れにより前年度は鹿児島県、今回の宮崎県開催そ

の司会により開会の辞を副理事長堀之内英介氏が

して次の 2020 年 11 月は大分県、福岡県、佐賀県、

述べた後、会長丸山修挨拶があり、JSERA 理事

長崎県、熊本県での開催の予定が、決まっていま

長土赤光宏様より来賓挨拶を賜りました。

す。

土赤理事長におかれては、先般 10 月 23 日の

沖縄県組合にも総会に多数の参加を頂いている

JSERA 定時総会において新理事長に選出された

所ですが、沖縄県での開催は沖縄県からの申し出

直後の公務の一つという事で、何かとご多忙のと

があった時、順番のどこかの間に入るという事を

ころ遠路宮崎までお越し頂き誠に感謝に堪えませ

取り決めています。過去に２回の沖縄県での開催

ん。改めてお礼申し上げます。

があったと記憶しております。
全国理事長会議での各ブロック報告があり、こ

議長は丸山が務め議案審議に入りました。例年
と特段変わった議案はありませんが、事業報告、

の中でも発言しておりますが、約２か月１回開催

会計報告で全中大会販売手数料収入が各県組合よ

されるブロック役員会の中で、毎回このブロック

りブロックに合計 36 万円程あったと報告があり

大会開催の件は議題となり、開催県はいや応なく

ました。

進捗状況の報告を求められる一方、他県の組合も

三層協議会：ここから来賓を含む 74 人の参加

参加者の実数を求められるため良い意味で緊張感

者となりました。司会川西晃氏開会の辞を九州ブ

があり、諸般の事情も共有が出来、協力を得られ

ロック副会長福島誠剛氏が述べた後会長丸山修挨

やすく総会出席者の確保という観点からもこれら

拶、来賓挨拶として土赤光宏 JSERA 理事長及び

何回かのやり取りが必要と思います。

大阪卸理事長井本忠嗣様よりありました。

ところで、九州ブロック総会における参加者数

そして講演会が約１時間開催されました。
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講師は弁護士の長友慶徳先生。

す。事業の承継がうまくいった会社はともかくと

公益財団法人宮崎県産業振興機構宮崎よろず支

して、他方経営者の高齢化が一年一年進んでいく

援拠点コーディネーターという肩書で講演題目は

という実態があり先送りとなっているのが、個人

「事業承継・経営課題」でした。中小企業におけ
る事業承継についてその留意点を解り易く教えて
頂きました。

的に身につまされる思いでした。
引き続き三層懇親会が開催され宮崎県組合の皆
さんの力を結集した誠に楽しい会となりました。

いずれにしても、事業承継は内部・外部承継や

フラメンコや民謡、踊りのプロが楽しさに花を添

M&A に関わらず会社の内容、価値が高くないと

えてくれました。最後に次年度開催県の相良貢吉

いけないという事で、私には耳の痛い話でした。

理事長挨拶のあと中締めを九友会副会長大平真史

会社の内容が妥当と言えない場合、話には出ませ

氏、閉宴の辞を堀之内英介副理事長が宣言。名残

んでしたが最終的には廃業・清算・破産も想定さ

惜しくもすべての行事を無事に終える事ができま

れるのではと心配になります。

した。すべての関係者の皆様に心から感謝いたし

業界で後継者が活躍されているお店、耳にしま

ます。以上報告致します。

ブロック 大 会 報 告

第２０回 JSERA 中国ブロック大会の報告
JSERA 中国ブロック協議会
会
平成 30 年度

河 上 年 博

第 20 回 JSERA 中国ブロック協

治郎丸（前）会長挨拶に続き、土赤光宏 JSERA 新

議会定時総会を 11 月 26 日（月）広島県スポー

理事長にご祝辞をいただきました。その後、議事

ツ用品協同組合の主管の下、かき舟かなわに於い

に入り平成 29 年度事業報告・決算報告並びに監

て開催致しました。来賓として東京スポーツ用品

査報告が行われ、更に平成 30 年度事業計画・予

工業協同組合・羽田野洋副理事長、大阪スポー

算案、役員改選案が全会一致で承認されました。

ツ用品卸商業組合・出野正昭副理事長、JSER 土

次の三層協議会では来賓挨拶の後、研修会にはい

赤光宏 新理事長の３名の方々に参加頂きました。

りました。講師に JSERA 監事でもある梅本泰則

来賓 3 名・メーカー 10 社・11 名、卸 5 社・5 名、

様を招き「地域スポーツ店の進むべき道」という

各県組合員 20 名とご講演をしていただきました

演題での講演をいただきました。新しい視点での

ワン・トウ・ワンコンサルティングの梅本泰則様

内容もあり非常に参考になった研修会となりまし

を加えた総勢 40 名の大会となりました。

た。

定時総会では主管県渡邉理事長・中国ブロック
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長

懇親会では出席された皆様と大いに語らい親睦

をはかることができました。

環境の難しさを感じるひとときでもありました。

今回の会場、“かき船かなわ” は原爆ドームか
らほど近い場所にあり平和の有難さを実感すると

関係者の皆様に心より感謝を申し上げまして、今
回の報告とさせて頂きます。

ともに、時間軸を現在に戻せば激変するビジネス

ブロック 大 会 報 告

平成２９年度

近畿ブロック協議会

定時総会

和歌山県スポーツ用品小売協同組合
理事長

瀧 本 明 生

総会スローガン「アイデアを出し合って、ピン

この大会を継続事業にという意見も出ました

チをチャンスに ‼」のもと、平成 30 年 11 月 20

が、各府県組合の金銭的負担が大きいため、今後

日 ( 火 ) 和歌山市ダイワロイネットホテル和歌山

は各府県組合単位で独自のティーボール普及事業

にて開催されました。来賓として大阪スポーツ用

を行う代わり、近畿ブロック協議会より補助金を

品卸売商業組合・井本忠嗣理事長、関西スポーツ

付けることと致しました。

用品工業協同組合・坂本滋治専務理事、日本ス

今回定時総会三層研修会には、国立大学法人和

ポーツ用品協同組合連合会・土赤光宏理事長の３

歌山大学教育学部副学部長の本山貢教授をお招き

名の方々にご参加頂きました。さらにメーカー・

し、「運動は本当に健康長寿のために役に立つの

卸 17 名、組合員 52 名の計 72 名の出席による大

だろうか」というテーマで、シニア層の健康・運

会となりました。

動に関するお話を聞かせて頂きました。

総会では第１号議案〜第５号議案を慎重審議の
上、原案通り承認頂きました。
今大会スローガン「アイデアを出し合って、ピ

現在、平均寿命は男性 80.2 歳、女性 86.6 歳、
健康寿命は男性 71.2 歳、女性 74.2 歳、要介護年
数は男性 9 年、女性 12.4 年と言われています。

ンチをチャンスに ‼」でございますが、魚釣り

また、運動不足で 60 歳代に低下した体力や筋力

が上手な人は魚の食いつきが悪い時、頻繁に仕掛

はトレーニングにより高められることが分かって

けや餌を替えると聞きます。私達スポーツ店も、

います。

例えば黒板ポップを毎日書き変えるとか、陳列を

今回、和歌山県民の健康づくりのための運動を

時々変えてお客様にアピールするとか、常に新し

支援し、将来介護を必要としないために、和歌山

いアイデアを出し合って販売力アップに繋げたい

大学と和歌山県の協働で「わかやまシニアエクサ

と思うのであります。

サイズ」が考案されました。この運動プログラム

近畿ブロック協議会では、28 年事業年度より

を実践することによって、何歳になっても体力や

野球人口減少問題に取り組んでいます。その一環

筋力が高まり、生活習慣病の改善や歩行動作の改

として、幼稚園・保育園児、小学校低学年生徒を

善にも繋がります。今では会員数約 5,000 名との

対象にティーボールゲーム普及に務めています。

ことです。

平成 29 年８月５日滋賀県においては、２府４県

その後三層懇親会では、出席されたメーカー・

より 11 チーム約 150 名の選手および約 100 名の

卸様と組合員とのコミュニケーションの場として

保護者の方々のご参加で、大変盛り上がった大会

大いに語らい、今後の商売に繋がる絆を深められ

となりました。

たことと思います。
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他 県 組 合 の 取り組 みに学 ぶ

平成三十一年二月五日大阪府のニュー
オーサカホテルに於いてＪＳＥＲＡ第

【理論賞】 山口県
テーマ

処遇改善計画」

現 状 の 問 題 点 は、 若 手 社 員 が 働 き に く

「若手従業員

ここでは各種報告・研修会・説明会が行

く、離職率も高い状況にあること。その原

二十六回全国理事長会議が開催された。
われた。そのなかで今年度のチャレンジ発

因として、勤務時間が長い、平均年収も低
い、特に外商部では土日に試合があるなど

表があった。
昨年度のチャレンジ発表に関しては、奨

が考えられる。現実に、過去五年間で当エ

そこで、各メーカー所属のプロアスリー

こと。

リアの半分以上の社員が退社しているとの

励金を受ける権利を得た富山県と高知県が
活動報告・会計報告を行った。
こちらの詳細に関しては、三月一日付の
スポーツ産業新聞に掲載している。

ポーツ業界に属することを誇りに思っても

トなどを招待して交流会をはかることでス

【タイムリー賞】 岡山県

発表シートもフローチャート形式の一覧

い提案がなされた。

ンディングで資金調達するなど今までにな

れた。また、収益事業の発案もクラウドファ

らい離職率の低減を狙うことなども提案さ

「キャッシュレス決済集客勉強会の開催」
詳細については、茂成理事長から資料を
いただいたので次頁に掲載させていただい
た。確認していただきたい。

表であるなど随所に工夫が施されたわかり
易い発表であった。
フローチャート形式の発表シート
発表者はダイワスポーツ
愛屋 雄希氏

特筆すべきは、希望があれば、他県組合
員のオブザーバー参加も受け入れますとの
こと。奮ってご参加ください。

チャレンジ発表を
する茂成理事長

【ホープ賞】 沖縄県

テーマ

「社会貢献のために子どもたちに

スポーツのすばらしさを！」

組合員が一緒に活動することで尚一層団

やドッヂボールの運営企画を行う。

て、まずは天候に左右されない綱引き大会

生）にスポーツに親しんでもらう企画とし

題を解決するために子どもたち（特に小学

高校生の占める割合が大きいので、その課

回る学校もある。私たちのビジネスは小中

かの部活に入っていたが、今は五十％を下

以前は八～九十％近くの子どもたちが何ら

子どもたちの割合が低くなってきており、

出生率の低さだけでなく、部活動に入る

子供たちのスポーツ離れである。

年々厳しくなっているが、大変深刻なのは

近年、スポーツ小売店を取り巻く環境が

熱心に発表に耳を傾ける参加者

結し、社会貢献もしていきたいとのことで

あった。
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テーマ

表
発
ジ
ン
レ
ャ
チ

G O A N N A I

キャッシュレス決済集客勉強会
趣

主催：岡山県運動具商協同組合

旨

今年の 10 月、消費税増税に合わせて、キャッシュレス決済に対して
ポイント還元が行われます。
この景気対策のメリットを十分に享受するためには、それまでに、しっ
かりと勉強して知識を蓄えるとともに、多様なキャッシュレス決済が店舗
で可能になるように、経営環境も整えなければなりません。
岡山県運動具商協同組合では、キャッシュレス決済集客に関する講師及
びキャッシュレス決済事業者を招聘して、しっかりと政策の恩恵を享受出
来る準備をするために、下記の勉強会を開催します。
岡山県以外の JSERA 会員のオブザーバー参加も受け付けますので、
興味のある方は是非お申し込みください。

参 加 費
無料

講

師
坂 田

誠 （株式会社はちえん代表取締役）

日経新聞にて「ネットに詳しい経営コンサルタント」
（2012 年 7 月 7 日朝刊）、
東京新聞にて「SNS 戦略コンサルタント」
（2016 年 8 月 17 日朝刊）と紹介。
主に全国の商工会議所・商工会、行政の商工業部門、業界団体など、これ
までの講師数 700 本以上、2016 年は 145 本の講師業を行う。

日

時
２０１９年５月２２日（水）

場

１３時３０分～

受付

１４時～１６時

坂田誠講師によるセミナー

１６時～１７時

キャッシュレス決済事業者による説明

所
ピュアリティまきび

http://www.makibi.jp/

締め切り
4 月末日

申 込 先
モミジヤスポーツ西大寺本店

茂成宛

ＦＡＸ ０８６－９４３－６００１

e-mail

momijiya@mui.biglobe.ne.jp

※中国ブロック内の組合員の方は、それぞれの県組合から案内があります
ので、そちらにお申込みください。
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理

事

会

日

時：平成 30 年 10 月 23 日（火）

9：00 ～ 10：00

場

所：郡山ビューホテルアネックス

４階『山桜』

＜審議事項＞

かとの意見が出された。

１．総会前の最終打合わせ

次の理事会までに総務委員会で検討する事と

••総会での役割分担の最終確認。

した。

••役員改選の年でもあるため、進行は慎重にして
いく。

３．その他
••ショッピングバッグの紐付ショルダーが完売とな

（全員一致で承認）
２．全国理事長会議の件

り新デザインになりました。
次の JSERAリポートで案内する。

••チャレンジ発表は２県タイアップでの参加可能



（全員一致で承認）

日

時：平成 30 年 10 月 23 日（火）

12：30 ～ 12：45

場

所：郡山ビューホテルアネックス

４階『山桜』

＜審議事項＞

専務理事

治郎丸真介

１．代表理事（理事長）、副理事長及び専務理事選
任の件

２．次回理事会の件

••代表理事（理事長） 土赤
副理事長

光宏

••平成３０年１１月１5 日（木） JSERA 事務局

美馬

義一、関口

孝夫、

辻川

準一、早川

純一

（全員一致で承認）

日

時：平成 30 年 11 月 15 日（木）

場

所：JSERA 事務局

＜報告事項＞

アシックスに相談。できそうとの話をいただい

•［11
•
月 7 日］九州ブロック総会（宮崎県） 出席
２．委員会報告
＜活性化委員会＞

11：00 ～ 16：00

••2020 東京オリンピック・パラリンピックの冬物を

１．理事長報告

ている。
••ボールを贈ろう事業は、全県での実施を願いた

美馬委員長

••スポーツ用器具管理アドバイザーを完結させ、
次のステップへ進めたい。また、橋本聖子参議
院議員にも働きかけをする。

い。
＜共生委員会＞

早川委員長

••全国のスポーツ店の実態の把握が必要と考えて
いる。

年内は、12 月 4・5 日岐阜県で実施予定。また、

••新たに育成部会を作る。

関東各県でも実施したいとの申し出がある。

••育成部会では SNS を活用していく。

アドバイザー認定後については、全国理事長会
議で報告できると思う。その際には重森顧問に
も協力いただく。
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（全員一致で承認）

＜広報委員会＞

辻川委員長

••JSERAリポートの発行を年３回（3 月・7 月・11
月）とし、内容を一新したいと考えている。

••メールアドレス登録が現在７割強。メールを活
用していないお店もあるようですが、もう一度、

重

点：会員増強対策

＜会計＞

各組合で未登録店に促しをかけてもらう。現在

委員長：堀田理事

の登録状況を提示する。

重

＜事業委員会＞

関口委員長

••三大大会について JSEC の河上氏、NES の松
井氏とコンタクトを取る。

（全員一致で承認）
2．育成部会について
••JSERA 組合店で従業している人全員が対象と

＜会計＞

堀田理事

••三大大会での収益が上がるように、頑張っても
らいたい。
＜総務委員会＞

点：経費の見直し

なる。
••全国大会にて数名の方に声がけをしている。
••2 月の全国理事長会議で募集する。また、同

治郎丸専務理事

時にアンケートを取る。

••組合員の目減りを何とか止めたい。店舗が減少

••ネット目安箱のようなものがあるといいのではな

している実態もあるが未加入店もあるので何と

いか。SNS の規約をある程度作るべきではな

か加入してもらえるようにしたい。

いかとの意見が出された。

••PL 保険の案内・普及に努める。
••組合員名簿は今回は作らず、ホームページで対

３．福島大会（総会）の反省と次期に向けて
••前夜祭の在り方を考えるべきではないか。

応する。

宿泊ホテルが分散していたので、インフォメー

＜審議事項＞

ションをしっかりした方がよかったのではない

１．委員会と担当業務の件

か。

＜活性化委員会＞
委員長：美馬副理事長
委

員：河上理事・坂下理事

重

点：スポーツ用器具管理アドバイザー制度
に向けた活路開拓事業

＜共生委員会＞
委員長：早川副理事長
委

員：平川理事・村住理事・篠原理事

重

点：三層と強調した利益率向上に向けた取
り組みの研究

＜広報委員会＞
委員長：辻川副理事長
委

員：平川理事

重

点：JSERA ホームページの活性化及びネッ
ト・メール活用

＜事業委員会＞
委員長：関口副理事長
委

員：岸田理事・丸山理事

重

点：全国大会の売店活動強化と儲かる商
材の研究

＜総務委員会＞

（全員一致で承認）
４．全国理事長会議（内容）の件
••研修会：
「スポーツ用器具管理アドバイザーの
今後」 重森顧問に講演をいただく。
••分 科 会： 各ブ ロックの ディスカッション
JSERA への要望も含め 45 分間話し合い、そ
の後発表
••チャレンジ発表：前回授賞県（2 県）による報
告会。
前回同様、各都道府県代表者に発表してもらう。
４７都道府県代表の投票（優秀と思われる３都
道府県を明記）にて決定する。
（全員一致で承認）
５．JSERA リポートの件
••3 月・7 月・11 月の年３回の発行とする。
••前向きな情報等を記事にしていきたい。
（全員一致で承認）
６．その他
••組合員の減少について大阪組合より相談があっ
た。
••新理事・新監事の方々の挨拶

委員長：治郎丸委員長
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私

の

お

薦

小

め BOOKS

売

再

生

リアル店舗はメディアになる
著 / ダグ・スティーブンス
訳 / 斉藤 栄一郎
刊／プレジデント社
定価 1,800 円 + 税

ポスト・デジタル時代に突入するなか、
インターネットに駆逐される領域は小売業界
なのか。不安な気持ちで読んでみました。
でも、不安がる必要はありません！どの
ようなことを提供すべきかを検証し、徹底
的に小売りを作り直そうとする人々がたく
さんいることにワクワクしました。
時代を切り開くために頑張っている人多
数です。よし、頑張ろう！と思わせてくれ
ます。

編集後記
昨日までギュッと硬かった蕾が、今日はふっ
くらしていました。
春がすぐそこまで来ていることを感じた一時
でした。
今の時期になると、スポーツ用品小売業は慌
ただしくなり、もう何年もゆっくりと花見を楽
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しんだことはありません。
このリポートが皆さんのお手元に届くころに
は、どのお店も最高潮に忙しい時期かと思いま
す。納期に間に合わせるために無理を重ねる時
期、そのうえ寒暖の差が激しい時期ですのでご
自愛ください。
（T・H)

