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日本一の世話焼きが売りの THE24GYM が目指す、DX の未来とは
プリコーが手がけるADVAGYMを都内に初導入！
株式会社ロンド・スポーツ　マネジャー　宮沢圭子氏（左）
同　栗原友梨氏（右）
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News & Trends

株式会社ロンド・スポーツ（以下、ロ
ンド・スポーツ）のTHE24GYM昭島
に、プリコージャパン株式会社（以
下、プリコー）が提供するソニーの
ADVAGYMを東京都内のフィットネス
ジムで初めて導入した。ADVAGYMは
施設の利用データを、後付けのデバイ
スで簡単にトラッキングすることがで
きるアイテムである。導入後は順調に
利用者数を増やし、今後は様々な機能
を利用して会員さまの満足度向上を目
指す。

武蔵野地区を中心に豊富な 
バリエーションのジムを展開

ロンド・スポーツは東京都の東村山
市に本社を構え、総合型フィットネス
クラブ、ゴルフ練習場、テニス練習場、
ホットヨガスタジオ、パーソナルコン
ディショニングジム、スイミングス
クールなどを複数店舗運営している。

昭島店は、２階部分が24時間ジ
ムのTHE24GYM、３階部分がホッ
トスタジオのRONDO HOT STUDIO 
ORANGELOTUSで構成されている。

ORANGELOTUSを利用している会
員さまはTHE24GYMも通常月会費内
で相互利用が可能ということもあり、
会員さまは女性の占める比率が大きく
なっている。年齢層は20 ～ 40代の
若年層が多く利用している。

ジムエリアの面積は80坪ほどで、
カーディオエリア、TRXを備えたフリ

ースペース、マシンエリア、そして
フリーウェイトエリアがバランスよく
配置されている。マシンやダンベルは
すべてプリコー製に統一されている。

利用者は外履きのまま施設を利用す
ることができるため、靴を持ち運ぶ手
間が省けると好評を得ている。仕事帰

りに利用したい場合は、契約ロッカー
に運動靴を入れておくこともできる。

メインターゲット層はフィットネス
初心者で、彼らにとって通いやすいジ
ムづくりに励んでいる。

24 時間ジムとは思えないほどの 
手厚いサポート

THE24GYMはオーソドックスな24
時間ジムと差別化を図るために、ス
タッフによるサポート体制の強化に力
を入れている。そうした背景で始めら
れたのが「トレーニングサポートシス
テム」と呼ばれる初心者向けの指導だ。
プログラムは全部で３回の構成になっ
ているが、驚くべきことに無料で提供
している。

１回あたり30 ～ 60分で構成され
ており、会員さまのカウンセリングや
体組成計測に始まり、マシンの使い方
をひと通りレクチャーした後、最後に
ファンクショナルなトレーニングを指
導するという流れだ。
「私たちは地域に根付いた総合型クラ
ブで１on1サービスを大切にしてきま
した。そこで多くのお客さまを通じて
得たノウハウを活かし、現在のサービ
ス体制につながっています。

実際にこのプログラムを開始してか
らは、入会直後の７割以上のお客さま
にご利用いただけています」とマネ
ジャーの宮沢氏は話す。

「私たちのミッションは『心温まる
サービス』と『快適な空間』の提供で
す。トレーニングサポートシステムを
開始してから、我々の理想とするジ

ムの在り方に近づけたと思います。
それだけ初心者の人にとってサポート
は重要なのです」と栗原氏も続けた。

しかし、24時間ジムとなるとやは
り人手を多く配置することはビジネ
スモデル上なかなか叶わない。そこ
で、ロンド・スポーツの社内で、デジ
タルトランスフォーメーション（以
下、DX）チームが立ち上がり、情報
収集を開始。そのなかで特に目を引い
たサービスが、プリコーが展開してい
るADVAGYMだった。順調に検討を重
ね、享受できるメリットの多さを理解
して、2021年４月22日より正式に導
入することとなった。

ADVAGYM の導入によって 
見えるようになったもの

ADVAGYMは今まで取得することが
できなかった、会員さまの運動データ
を自動で記録してくれるシステムで
ある。

導入は非常に簡単で、すでに利用し
ているマシンに後付けで設置をするだ
け。わざわざマシンを買い替える必要
がないので、初期投資を大きく抑えら
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れる。
例えばチェストプレスなどのマシン

を利用する場合、ADVAGYM専用アプ
リをあらかじめダウンロードしてある
スマホを画像のセンサーにかざす

だけで認識が完了する。認識が完了
したスマホはマシンに備えつけられた
スマホホルダーに入れる。そのままト
レーニングを開始すれば、自分が何回
重りを挙げたのかがカウントアップさ
れていく。適切なトレーニングのペー
スをガイドしてくれる機能も付いている。

１セットが終われば、あらかじめ自
分が設定した時間のタイマーが作動し
て、インターバルも自動的に計測がで
きるようになっている。

これらによって、まず恩恵を受ける
のはフィットネスジムだ。運動データ
が蓄積され、スタッフ間で共有するこ
とで会員さまの前回のトレーニングが
一目瞭然になる。そのためトレーニ
ングサポートシステムで別のトレー
ナーが２回目以降を担当するケースで
ADVAGYMが重宝しているそうだ。

ジム全体の利用状況も可視化できる
ため、現在のジムの混雑状況を把握す
ることも、よく利用されるマシンがど
れなのか特定することも容易い。メン
テナンスの最適な時期を予測すること
に寄与してくれる。ジム運営の効率化
を手助けする心強い味方であろう。

初心者層は、スタッフだけでなく 
システムも頼りにしている

THE24GYMでは、先ほど述べたト
レーニングサポートシステムの際に
ADVAGYM専用アプリのダウンロード
を推奨している。初心者は特に、喜ん
で利用するようだ。24時間ジムであ
れば、無人時間が発生することは避け
られないであろう。そういったときも、
ADVAGYMアプリを立ち上げれば、

基本的なマシンの使い方を動画で確
認することができる。

トレーニングサポートシステムの後、
すべてを覚えられるとは限らない。そ
れを補うのに最適なソリューションと
言えよう。

また、ウェイトトレーニングやカー
ディオの運動データが蓄積されるので、
前回の自分の記録を更新できたときに
モチベーションがアップする。

実は、トレーニングサポートシステ
ムで行うメニューをジム側がアプリで
作成し、会員さまに提供している。「こ
のアプリがあったからこそ、トレーニ
ングがスムースにできた」「こういう
システムを待っていた」という声が多
く寄せられている。

ADVAGYM を通した 
新たなタッチポイント

ADVAGYMでできることはすでに
記載した内容以外にもたくさんあり、
THE24GYMとしてもこれから利用を
開始していく予定の機能がいくつかあ
る。最も注力していきたいのが会員さ
まとのコミュニケーションの部分だ。
ADVAGYMを通して会員さまにメッ
セージないしプッシュ通知を送ること
ができる。その機能をもっと活用して
いくことを目指す。

THE24GYMではLINE公式アカウン
ト、Instagramを運用して会員さまと
コミュニケーションをすでに取ってい
る。ADVAGYMを追加することで、各
ツールによって発信内容の棲み分けを
していく。

例えば、LINEは店舗の営業について、
Instagramはレッスンの案内について、
ADVAGYMはトレーニング方法などに
ついてといった具合だ。

会員さまが実際に店舗に足を運んで
くれたとき以外のタッチポイントを、
３種類のチャネルから増やしていくこ
とができる。

また、夏に向けたシェイプアッププ
ログラムや運動不足解消プログラム
など、ADVAGYMを通したメニューの
提供を拡大していく。現状はトレーニ
ングサポートシステムに利用するメ
ニューのみであったが、さらにライン
ナップを追加する。

加えて、昭島店以外のTHE24GYM
の導入も着々と準備を進めている。
ADVAGYMが複数店舗に導入されると、
店舗間での情報連携がしやすくなるた
め、メリットがさらに大きくなる。

これからもTHE24GYMはお客さま
にとって心のこもった心地よいお節介
と感じていただけるアットホームなジ
ムを運営し続ける。そのため、人のリ
ソースが足りない部分にテクノロジー
を導入することで対応し、初心者に
とっても快適で、継続率を高水準で維
持できる新しいかたちの24時間ジム
にしていく。

ロンド・スポーツのようにDXチー
ムを立ち上げた事業者はどれほどいる
のだろうか？　少なくとも、ポストコ
ロナに最適化したフィットネスジムの
形態にいち早く転換できるかどうかが、
勝負の分かれ目となるのは間違いない。

9 月 7 日（火）16 時～ 17 時
詳細は 8 月中旬、Precor ホームページ、ニュースレター、Facebook
などに掲載いたします。Precor ニュースレター登録はこちらから。
フィットネス業界の海外事情、動向、Precor のイベントや製品情報を
月に 2 回のペースで配信しています。

ソニーから担当者がご登壇：Advagymオンラインセミナー開催決定



ウシオ電機の Care222® が実現する、フィットネスジムにおける新しい環境衛生対策とは
株式会社横浜 DeNA ベイスターズ　チーム統括本部　チーム運営部
一軍運営グループ　グループリーダー　西崎伸洋氏 

横浜 DeNA ベイスターズのウイルス対策に、紫外線は心強い戦力
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News & Trends

オープン戦の中止に始まり、開幕の遅
れとシーズン短縮、無観客開催、変
則日程と新型コロナウイルス禍（以
下、コロナ禍）に翻弄された2020年
シーズンのプロ野球。今シーズンも延
長戦なしの特別ルールが導入され、前
代未聞のペナントレースが展開されて
いる。三浦大輔新監督のもと、連日奮
闘を見せている横浜ＤｅＮＡベイス
ターズ（以下、ベイスターズ）では、
ウイルス対策の切り札としてウシオ電
機株式会社（以下、ウシオ電機）の
Care222® iシリーズを導入。 かつては
選手としてもプレーし、現在は１軍運営
グループのグループリーダーとしてチー
ムを支える西崎伸洋氏に話を訊いた。

いち早くプロジェクトチームをつくり 
ウイルス対策をマニュアル化

コロナに関する報道が本格的に出は
じめたのは、昨年、沖縄県宜野湾での
ベイスターズ春季キャンプが始まった
２月。例年、その時期はインフルエン
ザ対策に最も気を遣うが、チームが沖
縄入りしたときに、ダイヤモンドプリ
ンセス号が沖縄に帰港中であった。
「そのときはまさかここまでの騒ぎに
なるとは思いませんでした」と西崎氏
は話すが、今後はインフルエンザ以外
のウイルス対策も必要になるのではと
話し、早い段階でウイルス対策のプロ
ジェクトチームが立ち上げられた。

プロジェクトチームは球団代表をは
じめとして６〜７名で構成された。

チームの主治医にもアドバイスをも
らい、保健所や他球団の担当者にも相
談し、ＮＰＢ（日本野球機構）のガイ
ドラインにも沿いながら、ベイスター
ズ独自のウイルス対策マニュアルを作
成した。

クリーンなロッカールームを保つため 
Care222® を導入
「対策の中で最も注意したのはロッ
カールームですね。そもそもロッカー
ルームは扉が２枚しかなく、換気をし
ようにも風通しがとても悪いのです」
と西崎氏は当時の心境を話す。

フィットネスクラブにおいても、ジ
ムエリアは比較的に除菌対策が進んで
いるが、意外と手薄になっているのが
ロッカールームではないだろうか？

会員さま同士の会話を制限する対策
を取るジムは多いが、完全に徹底させ
るのは難しいであろう。

プロ野球チームにおいては、ロッ
カールームでコミュニケーションを取
らないという選択肢はない。試合前、
試合後の打合せは勝敗を大きく左右す
る。選手たちは１日に４〜５時間もの
間、ロッカールームで過ごすという。

そこで導入されたのが、天井に設置
するだけで、紫外線によって除菌を行
う機器『Care222® iシリーズ』だ。

日焼けや皮膚ガンといった人体に悪
影響を及ぼさない紫外線をコロンビア
大学の教授が発見。もちろん、科学的
にウイルスを除去できることが実験を
通して証明されている。

このライセンスの独占使用が認めら
れ、技術開発を実施し実用化している
のがウシオ電機である。
「チーム内からは除菌機器の導入はエ

ビデンスがしっかりあるものを、とい
う声がありました。 そういった中で
球団の事業部からCare222®を紹介さ
れ、機器の説明を受けたときに自分で
も納得し、ぜひ設置していただきたい
とお願いしました」。

これらが決め手となり、ベイスター
ズでも導入された。今後はロッカー
ルームのみならず、特にミーティング
室、監督・コーチ室やファーム施設へ
の導入を拡大していきたいと考えている。

今後はジム内ロッカールームの 
ウイルス対策の救世主に

ロッカールームに紫外線を照射す
ることで除菌効果を発揮するため、
フィットネスジムでも導入可能。

何よりも、施設のクリーンな環境維
持が、今後は最重要になるであろう。
「試合や練習でスタジアムを利用する
日は私がスタジアムに入った後、機器
のスイッチを入れています。その後は
自動運転に任せており、あとは帰り際
にスイッチを消すだけですので、管理
コストも少なく助かっています」と西
崎氏は満足げに話す。

ベイスターズの先行事例を、是非と
も見習いたいものだ。
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スモールビジネス
Feature
特            集

「スケール」から「スモール」へ。ビジネスの潮流が、大きくシフトしそうだ。その背景は何か？　起業家に
せよ、企業内起業家にせよ、リスクを避けながら、成功裡に「スモールビジネス」を立ち上げ、展開していく
ことができるとしたら、そのステップやキーポイント、注意点は、どんなことなのか？　今号では、スモール
から事業をスタートさせていく取り組みについて、識者やスモール事業者らに取材し、編集部なりにその要諦
を示したいと考えた。
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既存の産業による既存のサービスがコモディティ化・陳腐化するなか、より生活者の細かなニーズにフォーカスし、「カスタ
マーサクセス」「カスタマーエンゲージメント」「カスタマーエフォートレス」を実現できる可能性を秘めた「スモールビジネ
ス」が注目されている。その背景には何があるのか？

Ⅰ ssue 　課題

することなど、「スモールビジネス」
のキーポイントを押さえておくこと
は、これからの時代に合って何人に
とってみても、とても重要なことと
言えよう。

スモールビジネスなら、これまで
現場最前線でサービス提供にあたっ
ていたインストラクターやトレー
ナーにこそチャンスがあるとも言え
るのかもしれない。直接、顧客と価
値交換するなかで、エンゲージメン
トをつくりつつ、サービスの確度を
知り、その改善やブラッシュアップ
にも取り組むことができるからだ。

まずは、自分が好きで得意なサー
ビスを考え、対象顧客→顧客課題→
ソリューション→ビジネスモデルと
段階を踏んでそれぞれの解像度を高
めていき、最終的にリスクの範囲内
で実験するように対象市場に、必要
最小機能に絞ったサービスを投入し
てみるとよい。こうした手法はすで
にある程度確立されてきている。

スモールから事業をスタートさせ
ていく取り組みについて、今号では、
キーポイントや注意点を、識者やス
モール事業者らに訊いてみたいと考
えた。具体的には、以下の7点につ
いて、重点的に訊き、編集部なりに

「スモールビジネス」の要諦を示し
たいと考えた。

（ 1 ）なぜ、今、「スモール」なのか？
最初から「スケール」を目指すので
はなく、「スモ―ル」から始めると、
なぜよいのか？

（ ２ ）事業アイデア～戦略・ビジネス
モデル構築のポイントや注意点は？

（ ３ ）資金調達や初期投資、会社を

しい状態に陥ることが想像される。
残念ながら、倒産や譲渡がさらに増
えることは必至だ。

既存のフィットネス事業者は、既
存店のビジネスモデルを革新レベル
で変えていくとともに、新業態・新
サービスにも取り組んでいくことが
必要になろう。

一方で、コモディティ化・陳腐化
した既存の業態・サービスとは別
に、新しい顧客に対して新しい業態・
サービスを企画開発し、事業化を目
指そうという動きが、ここ数年、顕
著に見られるようになってきている。
そうした動きをとる事業者は、中小・
ベンチャーやスタートアップだけで
なく、インストラクターやトレー
ナーなどの個人事業主も含まれる。

既存企業であれ、新規参入する企
業であれ、また中小・ベンチャーで
あれ、個人事業主であれ、スタート
アップであってさえも、これから新
しい価値を備えた業態・サービスを
創造していきたいと考えた場合、取
り組むとよいアプローチが「スモー
ルビジネス」だ。

スモールビジネスとは、「ビジネ
スの一形態であり、1人ないしは少
人数で経営するベンチャー企業およ
び一部の中小企業を指す」と定義さ
れることが多く、個人事業主でも小
さく始められるところに特徴がある。

スモールから入ってスケールを目
指すことも考えられるため、例えば、
サービスを市場に投入する段階の前
後でそのサービスの実現可能性を
知ったり、実装段階でサービスをブ
ラッシュアップする方法を知ったり

新型コロナウイルス禍は、フィッ
トネスクラブが内在していた問題を
浮き彫りにした。クラブは、それま
でカスタマーサクセス（顧客の成
功）に寄り添ったサービスを、本当
に展開していたのだろうか？　カス
タマーとクラブの間には、本当に
エンゲージメント（相思相愛の関
係）が醸成されていたのだろうか？
　クラブは潜在的なカスタマーの立
場になって思案し、クラブが提供す
るサービスへのハードルを下げアク
セスしてもらえるような工夫をして
きたのだろうか？　既存のフィット
ネスクラブ、とりわけ大型総合業態
は、こうした問題を抱えながら、改
善レベルのオペレーションをするだ
けで、これから収支バランスを好転
させ、利益を生み出し続けていくこ
とができるのだろうか？

経済産業省が発表する特定サー
ビス産業動態統計調査によると、
2020年のフィットネス業界の売上
高は前年比およそ35％減、会員数
はおよそ20％減であった。そして、
消費者へのフィットネスクラブへの
再利用意向を問うアンケート調査で
は、それなりに再利用意向は高かっ
たものの、飲食や宿泊といったほか
のサービス産業のそれと比較すると、
それらの産業よりも決して高くはな
く、厳しい反応があるとされている。
現在は、多くの企業が経常赤字状態
であろうが、一時的に資金の調達や
コストの低減化ができて、それなり
に経営を維持できているところだろ
う。だが、この状況がしばらく続く
としたら、その先では、たいへん厳
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スモールビジネス

特             集
Feature

トレーナーやインストラクターらが、スモールから事業化に取り組み、その事業をサクセスフルに展開していくにはどうすれ
ばいいのか？　あるいは、そういうスモールビジネスに起業が取り組むとしたら、何に気をつけ、どうすればよいのか？　こ
うしたことを考えるうえで、まず重要となる視点を、このフィットネス業界で先駆的に「スモールビジネス」に取り組んできた
株式会社個のサポーターズクラブ代表取締役 FBL大学学長遠藤 一佳氏に、実証的な知見も交え、構造的、論理的に解説い
ただくことにした。

Ⅱ Special Contribution 　巻頭特別寄稿

ならないことは？
（ ７ ）「スモール」な業態・サービ

スに挑戦しようという事業者の課題
と思われる点と（サービス実装にあ
たり重要となることを踏まえて）事
業者へ向けたメッセージを！

（ ５ ）サービス実装後、KPIなどに
よる営業マネジメントは、どの程度
必要になるのか？

（ ６ ）企業にとって事業づくりと並
んで大切になるであろう組織づくり
について、今後、気をつけなければ

設立する、あるいは既存の企業内に
新規事業部やプロジェクトチームを
つくるためのポイントや注意点は？

（ ４ ）集客から継続利用（マーケティ
ング～オペレーション）に関するポ
イントや注意点は？

新型コロナウイルス禍でも 
売上は約 1.5 倍増

まずは私が携わっている事業につ
いて、ご説明します。「スモールビ
ジネス」を説明するための前提とし
て必要だと思うからです。

私 は2013年 にFBL大 学 と い う
フィットネス業界における経営者育
成のためのオンライン事業を立ち上
げました。スタート当初は「ビジネ
スリーダー育成」を目的としていま
したが、現在は「経営者育成」にシ
フトしています。メンバーが成長し
てきたことと経営者を目指すことが
今後のビジネス社会で生き残ってい
くために有効であるという考えから
です。

FBL大学の構想を考えたときは、
ほぼ全員に「うまくいかない」と言
われました。大半の理由は「フィッ
トネス業界という狭い領域で、しか
も（当時はまったく主流ではなかっ
た）オンラインで講座を提供するな

どうまくいくはずがない」というも
のでした。詳細は割愛しますが、私
は「だから、うまくいく」と思って
いました。

結果、約8年間順調に経営が継続
しています。新型コロナウイルス
禍（以下、新コ禍）でも売上は約1.5
倍増になりました。現在のメンバー
は約120名で安定しており、単価は
10,000円前後です（原価率は驚く
ほど低い）。それ以外にもスモール
ジム協会の活動や企業研修等にも携
わっていますが、いずれにせよ、私
のような「ひとり経営」の場合、十
分な売上基盤であるといえます。手
前味噌ですが、他業種を見てもこの
ような「スモールオンラインビジネ
ス」を長きにわたって安定的に経営
できている例はほとんどないと思い
ます。

ちなみにFBL大学を最近流行の
「サブスクリプション」とか「オン
ラインサロン」と見る向きもありま
すが、私はまったくそのようには捉

えていません。そもそもこのような
言葉が世に出てくる2013年から始
めていることがその証明になると思
いますが、私がやっているのは「個
人向けのコンサルティングサービ
ス」です。会員種別には「オンライ
ンセミナーを視聴するだけのもの」
と「＋コンサルティングサービスを
提供するもの」がありますが、後者
を主眼に考えています。ここに「ス
ケール」を目指すか「スモール」を
目指すかの重要な考え方があります。
私は前述のように個人に向けたコン
サルティングサービスをメインにし
ています。「1対1のサービス」を通
じて、メンバーの100%に成果を出
してもらいたいと考えています。志
向しているのは少人数ビジネスで
あり、10,000人とか100,000人に
サービスを提供しようとは考えてい
ません。こうなると必然的に「人数
の上限」、つまり「売上の上限」が
設定されることになります。例えば、
月間100人しか対応できなければ

 

 「ビジネスフロー」で考える、事業を成立させる 6ステップ

株式会社個のサポーターズクラブ代表取締役 FBL大学学長　一般社団法人スモールジム協会 代表理事　遠藤 一佳氏
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子どもたちの可能性を大きく広げてくれるキッズスクール。
その内容は、プロを目指せる本格的なダンススクール、元
アスリートによるスポーツ教室など多岐に渡って展開され
ていることが見えてきた。その取り組みについて訊いた。

キッズスクール

六甲山アドベンチャースクール
株式会社サップス　施設事業部チーフ兼六甲山アドベンチャースクール　岩下卓仁氏（左）
同　施設事業部サブマネージャー兼六甲山アドベンチャースクール　柳楽  晃氏（右）

「わくわくドキドキ」の自然を生かしたアウトドアウエルネスプログラム

株式会社サップス（以下、サップス）
は2021年４月16日より「六甲山アド
ベンチャースクール」をスタートした。
六甲山観光株式会社（以下、六甲山観
光）と業務提携契約を結び、４月３日
にオープンした「六甲山アスレチック
パーク GREENIA（グリーニア）」でプ
ログラムを提供している。子どものみ
ならず、大人も一緒になって楽しめる
大自然でのキャンプも展開する同社の
新たな取り組みに迫る。

兵庫県神戸市の大自然
六甲山での取り組みの歴史
サップスの六甲山での取り組みは’
11年にまで遡る。スキースクールの
運営を受託開始し、’16年には六甲山
カンツリーハウスに出向を開始し、ア
ウトドアウエルネスプログラムを六甲
山観光と共同で運営してきた。
そして、’21年４月３日に日本最大
級のアスレチック施設としてスタート
を切った六甲山アスレチックパーク
GREENIA（以下、GREENIA）がグラ
ンドオープン。
アスレチックがなんと164種類あり、
大人も童心に帰って楽しめる。人気動
画クリエイターであるフィッシャーズ
が監修する水上アスレチックも人気だ。
そこでのプログラムは、前身となる
六甲山カンツリーハウスの延長線上に
ある。今回の取り組みでは業務提携契
約を結び、従来と変わったのは運営ス
タイルだ。共同でプログラムを運営し
ていたのを、サップスは運営、六甲山

観光は施設の提供というかたちの分業
体制へと移行した。
『アドベンチャー６』やキャンププロ
グラムがリニューアルスタートしたが、
実は前身時代からのリピート客が多い
という特徴がある。ファミリー向けの
みならず、キャンプ初心者もソロで安
心して参加できるように設計されてい
る。六甲山の大自然が人々を虜にする
のは想像に難くない。

アクティビティから始まる
キャンププログラム
プログラムは２種類ある。日帰りの
デイキャンプと、１泊２日のキャンプ
プログラムだ。そのなかに、各種アク
ティビティや六甲アドベンチャー６が
組み込まれている構成だ。自然豊かな

六甲山でのウエルネスプログラムとい
う位置付けになっている。
まず、GREENIAか六甲山天覧台に
集合し、トレッキングからスタートす
る。そのコースには、兵庫県屈指のパ
ワースポットである「六甲比命神社」
や、日本最古のゴルフ場である「神戸
ゴルフ倶楽部」などがあり、見どころ
が満載だ。トレッキングのほか、マイ
ンドフルネスヨガを大自然で楽しむオ
プションも用意している。
キャンプでの醍醐味はアウトドア
クッキングだ。デイキャンプの場合は
昼ごはん、キャンププログラムの場合
は晩ごはんと朝ごはんを調理する。曜
日毎にカレーかBBQを屋外で食べる。
道具の用意はすべてスクールで行うの

六甲山アドベンチャー
スクールとは？
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で、参加者は手ぶらで参加できるよう
にすることで、初心者にもハードルを
下げている。テントの設営も行う。家
族や子どもたち同士で力を合わせてテ
ントを組み立てるのは、貴重な経験と
思い出になる。

多様なライフスキルを育む 
六甲アドベンチャー６

今回取り上げるなかでメインとなる
のは、プログラムのなかのひとつであ
る六甲アドベンチャー６。コンセプト
は「六甲山で知る・楽しむ・生きるコ
コロとカラダで感じる場所へ」。

このプログラムは子どもたちに様々
なライフスキルを、遊びながら仲間た
ちとともに体験学習を通じて身に付け
てもらうことを目的にしている。六甲
アドベンチャー６という名称からも読
み取れるように、そのライフスキルは
６つある。
①知る力「自己認識と共感」
②考える力「創造思考と批判思考」
③人と関わる力「コミュニケーション」
④行動する力「意思決定」
⑤ストレスとうまく付き合う力
⑥『わくわくドキドキ』の力

①～⑤までは、’94年にWHO（世界
保健機関）が提唱した５つのライフス
キルを基にしており、それにプラスし
て『わくわくドキドキ』の力を育むこ
とで、子どもたちは人生を楽しむ力を
身に着けることができる。

このプログラムは、大きく分けて４
つのステージで進行される。

まずはアイスブレイキングステージ。
心と体の準備と相互理解を促す段階だ。
初めて出会う仲間と自己紹介し、ニッ
クネームをつけ合う。このとき、イン
ストラクターはマスクの下であっても
表情をしっかりとつくり、子どもたち

の心を開くように心がけているという。
次がコミュニケーションステージ。

２人組から始めて、徐々にグループの
人数を増やしていきながら、協力・協
同を助長する活動を行う。

そして、トラストステージ。子ども
たちに少しずつ難しい挑戦をさせなが
ら集団での信頼関係の構築を促す。例
えば、５cm幅のベルト状のライン上
を綱渡りのように歩く「スラックライ
ン」などだ。バランス感覚や集中力が
必要で難しい。得意な子と不得意な子
が現れるが、お互いに声がけをして乗
り越えられるような力を育む。多様性
と価値観の共有、共感も生み出す。

最後がイニシアティブ・課題解決ス
テージ。参加者全員がグループで挑戦
する。例えば、人間椅子（ヒューマン
チェア）だ。全員が同時に呼吸を合わ
せて取り組まないと達成できない。目
標達成能力、意思決定力、リーダー
シップやフォロワーシップといった多
様なスキルの習得を目指すプログラム
となっている。

主なターゲットは学校団体だ。大人
数で参加すればするほど、課題の難易
度も高まる。それを達成できたら、子
どもたちも成長を実感できるわけだ。
さらに、この夏は「ナイトアドベン
チャー６」を新たにスタートする。

三密を避け、アウトドアで 
非日常な体験を提供

ただ、兵庫県における緊急事態宣
言の発令が重なってしまったことで、
実は当初予定していたスケジュール
より後ろ倒しでのスタートとなった。
GREENIAも５月11日まではパーク自
体がクローズした。そこから緩和があ
り、実施自体は行えるようになったが、
依然として自粛ムードが強かった。

しかし６月以降は風向きがやっと変
わり、徐々に参加者を集めることがで
きている。もちろん、前身時代からの
リピーターも多く参加する。

コロナで学校行事が軒並み中止に
なった学校団体など、1,000人規模の
団体から問い合わせが増えてきている。
コロナを気にせず遊べるエリアとして
脚光を浴びつつあるのだ。

子どもたちは楽しみにしていた修学
旅行などを我慢しなければならず、ス
トレスを抱えている。そういった子ど
もたちに六甲山の豊かな自然のなかで、
思いっきりアスレチックや六甲アドベ
ンチャー６で遊ぶことが、どれほどの
ストレス発散になるだろう。子どもた
ちの身体的健康とメンタルヘルス、い
わばウエルネスの問題を解決する重要
なパートナーとなっている。

六甲山の多くの資源を活用し 
兵庫県の魅力の発信源に
「この六甲山を中心に、兵庫県の魅力
をもっと多くの人に伝えていくことが
私たちの目標です」と岩下氏は熱く話
す。それは子どもたちに限らず、大人
にとっても同じだろう。

人間、建物のなかに閉じこもってば
かりいたら、身体も心も健やかではな
くなってしまう。たまには太陽や風、
新緑の森や池といった自然と触れ合い、
十分な距離を取ったうえでマスクを外
して綺麗な空気を吸い、おいしいごは
んを仲間とつくって食べる非日常も、
生きるうえで必要なことだ。

ぜひ一度、六甲山に足を運んでみて
欲しい。GREENIAや六甲山上のケー
ブル駅で、温かくお出迎えしてくれる
はずだ。もし子どもを一度でも連れて
行ったら「また行きたい」とせがまれ
るに違いない。
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レアレアキッズスクール

自立した大人、未来のリーダーになれるように

株式会社ラストウェルネス　LEALEA 東戸塚　キッズチームマネージャー　丹羽和輝氏

２つめはコミュニケーション。ス
クールに通っている子どもたちはもち
ろん、保護者とのコミュニケーション
も大切にしている。保護者は「子ども
たちにこのように育って欲しい」とい
う願いをもっている。レアレアでは、
入会時にそれを丁寧にヒヤリングし、
担当コーチと子どもの将来目標を設定。
子どもたちの運動能力の成長はもちろ
ん、自立した大人に成長して欲しいと
いう願いも叶えてくれる。

３つめは「ON DIARY」キッズアプ
リの活用。’21年1月からサービスを
本格スタートし、現在は入会時に全員
導入するフローを確立し、既存会員も
含めて９割以上に活用頂き、好評を得
ている。アプリは保護者とのコミュニ
ケーションとして活用。これまでは紙
のダイアリーや電話、メールなどでコ
ミュニケーションをとっており、ス
タッフの作業量は膨大。アプリに変
わったことで、作業時間が大幅に効率
化したのはもちろんだが、仕事中にも
返事ができるため、働く保護者にも喜
ばれている。さらに、自宅でレッスン
の予習と復習ができる動画を配信。ク
ラブを離れてもコーチからの指導を受
けれる付加価値を提供している。

ただ、レアレアキッズスクールが好
評を得ている一番の基盤は徹底したス
タッフの育成だ。半年の座学＋実践の

プログラムを経て、キッズコーチの
資格を取得できる設計になっている。

スキルの部分も大切だが、特に大切
にしているのがコーチング。つまり、
子どもたちへの声がけである。子ども

たちは純粋だ。間違った声がけをし
てしまうと子どもの将来に大きな影響
を与える。
「良くも悪くも子どもの人生を変える
ことができてしまう分、一言に込める
熱量に妥協は許しません」と丹羽氏は
熱く話す。

株式会社ラストウェルネス（以下、ラ
ストウェルネス）はスイミングやダン
スをはじめ、13種類にもおよぶキッズ
スクールを展開している。その領域を
超え、イベントの開催や家族３世代にま
たがる健康サポートも行っている。キッ
ズスクール事業を通して、次世代のリー
ダーを育てる同社の取り組みを訊いた。

おうち、学校、そしてレアレアが 
３つめの大切な場所に

レアレアキッズスクール東戸塚店は
2017年より始まった新しい事業だ。
「運動に苦手意識がある子どもたちに、
身体を動かす楽しさを知ってもらうこ
とが我々の使命です」と丹羽氏は話す。
キッズスクールに通う子どもたちは運
動が好きになり、自信をもち、どんな
物事にも自ら進んで取り組むように
なっていく。

競技において選手を目指す場所とい
うよりは、楽しく上達できる場所づく
りを心がけている。対象年齢は生後半
年から中学三年生までと幅広い。

13種類もスクールがあるため、ひ
とつに留まらず、複数のスクールに通
う子どもも少なくない。家、学校、そ
して３つ目の大切な場所になっている。

レアレアキッズスクールが 
大切にしているこだわり

こだわりは大きく分けて３つある。
まず、少人数制。安全面の配慮ときめ
細かいフォローができるように、多く
ても10人程度のクラスに設計。

そして、キッズスクールの枠を超え
たイベントを月に１回以上のペースで
開催している。いちご狩り、工場見学、
食育など多岐にわたる。このようなイ
ベントに参加した子どもたちは、集団
のなかで主体性を発揮できるように成
長していく。その模様もアプリを通し
て保護者に共有することができる。

家族３世代の健康と 
地域の活性化にさらなる貢献を

レアレアキッズスクールに通うこど
もたちの保護者、さらにはその上の世
代までレアレアのフィットネスジムに
通いやすいように「ファミリー会員制
度」を設けている。
「親御様やご祖父母様の健康状態はこ
どもたちにも大きく影響します。だか
らこそ、ご家族全員が健康で過ごせる
ように、我々がサポートしているので
す」と丹羽氏は胸を張る。

今後は地域の活性化に注力をしてい
く。近隣の幼稚園、保育園、学校に出
張、またはクラブ内で行う体育の授業
を広げていきたいという。

自治体、学校、そして民間のフィッ
トネス事業者と知見を共有し、お互い
を高めあいながら、日本の健康産業を
担うプレイヤーとして、これからも活
動を継続していき、無限の可能性を秘
めている子どもたちを立派に成長させ
ることが、ラストウェルネス全社とし
ての目標だ。今年で５年目の節目を迎
えるレアレア東戸塚店キッズスクール
事業のさらなる飛躍が楽しみである。
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エイベックス・ダンスマスター

パルバル湘南スポーツクラブでの本格K-POPダンススクール

株式会社パルバル湘南スポーツクラブ　バイスマネージャー　山田  琢氏（左）
エイベックス公認ダンスインストラクター　SeulA さん（中央）
K-POP クラス受講生代表　石川沙南ちゃん（右）

株式会社パルバル湘南スポーツクラブ
（以下、パルバル湘南）はJR東海道線

や相模線が通る「茅ヶ崎」駅に１店舗
を構える。成人向けのフィットネスク
ラブのほか、キッズ向けのスイミング
スクール、スポーツ教室、そしてダン
ススクールなどを運営している。2020
年10月から導入したエイベックス・ダ
ンスマスターのK-POPクラスが前例に
ないほどの盛況を見せていると聞きつ
け、その秘密を紐解く。

本気で教えるダンススクールが
K-POP を導入した理由とは

パルバル湘南のダンススクールは地
域でよく知られている。多くのプロダ
ンサーやアーティストを輩出してきた
プログラム、エイベックス・ダンスマ
スターを’05年から導入し、今では延
べ300名近い数の受講生が、日々レッ
スンに励んでいる。
「HIP-HOPを中心に、本格的なダン
スを教えてきました。ダンスの先生が
曲を選定し、それにオリジナルの振り
付けを考案して指導するというもので
す」と山田氏は話す。

しかし、ひとつ課題があった。それ
は、子どもたちが踊りたい曲がレッス
ンで使われるとは限らないということ
だ。ダンスはジャンルも多いし、もち
ろん様々な曲があるため致し方ない面
はあるが、子どもたちは正直だ。

もちろん、K-POPが子どもたちの間

で大人気ということは２～３年前から
感じ取っていた。エイベックスもサー
ビスを開始していると知っていたもの
の、一歩が踏み出せなかった。K-POP
が本格的なダンスレッスンというより
も、ライトユーザー向けのコンテンツ
になってしまわないか危惧していたた
めだ。

しかし、ある出来事をきっかけに
山田氏の考えに変化が生じる。HIP-
HOPを習っていたご息女３人の全員
が、鏡の前でK-POPを熱中して踊っ
ているのを目の当たりにしたとき、

「K-POPのもつパワーはすごい」と改
めて痛感させられたのである。

しかし、クオリティには妥協できな
い。そこで長年の取引があるエイベッ
クスに白羽の矢が立てられた。

募集後すぐに定員を上回り
K-POP レッスン数を大幅増加

１回のレッスンを60 ～ 90分で行い、
３ヶ月ほどで１曲を踊れるようにする。
子どもたちはコンテストやオーディ
ションに出場すること、BTSやNiziU
などの聴いたことのある大好きな曲を
踊れることをモチベーションに、毎週
楽しくレッスンを受けにくる。
「ひとりで鏡の前で踊るより、みんな
と一緒に踊ることが楽しいです。また、
先生が韓国のダンスならではのポイン
トをしっかりと教えてくれて、上達が
早くなります」と受講生代表の石川沙
南ちゃんも笑顔で話してくれた。

沙南ちゃんのようにスクールに通い
たい子どもたちが、30名近くキャン
セル待ちをしているほどの大盛況を見
せており、元々２クラスだったものを
５クラスにまで増やさざるを得なく
なっている。それだけK-POPは子ども
たちを惹きつけるキラーコンテンツと
なっているようだ。

当初の集客はSNSや自社HPのみを
通じて低コストで行った。予算をかけ
た広告を打たずとも集客ができるのは、
K-POPの何よりの強みである。

本当の K-POP を教えられる人をエイ
ベックスから輩出し続ける

ほかのクラブも、既存のダンスス
クールのなかにK-POPのクラスを導入
する検討をしているかもしれない。

確かに、人は集まるかもしれないが、
一方でK-POP特有の難しさもある。
「韓国式のダンスは日本より動作
ひとつとっても基準が厳しいです。
Youtubeのダンスをただ見てマネする
だけでは、とてもではないですが伝え
きれない文化的な違いや芸術的な違い
がたくさんあります」そう話すのは公
認インストラクターのSeulA（スラ）
さん。彼女はK-POPの本場である韓
国で東方神起やKARA等のバックダン
サー、日本でもBTSのバックダンサー
やNiziUのダンスレッスンを担当した
韓国人ダンサー率いるプロダンサー
チーム「Team MARU」に所属してい
るダンスインストラクターである。

沙南ちゃんも小学生ながら、SeulA
さんのレッスンの真の価値を理解して
いる様子だった。

エイベックスとしては、今後も彼女
のような公認インストラクターを増や
していく。それが子どもたちの夢にも
直結する。何を隠そう、受講生の中か
ら多くのアーティストを輩出しており、
NiziUのメンバーの一部もエイベック
ス・ダンスマスターの出身だ。

これだけの実績を出しているダンス
スクールがほかにあるだろうか？

そんなエイベックスは、全国の子ど
もたちに楽しいダンスの場をつくるだ
けでなく、フィットネスクラブにとっ
ても力強いコンテンツを提供していく。
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仲町台スポーツパーク

空きスペースをスポーツ施設に変え、社会問題を解決する

株式会社 Team39　代表取締役　藤田  豊氏 

バーサルキッズの生徒が同施設を利用
し、それ以外の時間で地域のジュニア
世代に一般開放している。

アスリートが身近になる 
夢のスポーツ教室

拘っているのは、ハイレベルな講師
陣による現場指導である。既述したよ
うに北島康介氏の水泳教室を始めとし
て、それ以外の種目についても日本代
表クラスの選りすぐりのアスリートを
集めている。

例えば、元サッカー日本代表の長谷
部誠選手や、FC東京の指導者も施設
で子どもたちに指導をした実績がある。
「スポーツ施設が誕生するだけだと、
地域の方々にどういう施設なのか十分
には伝わらないのです。ブランディン
グ活動を通じて地域の方に魅力を感じ
てもらうことで、問い合わせを増やし
ています」と藤田氏は話す。

一流の輝かしいアスリートが教える
となると、スポーツエリートの子ども
たちにスパルタで競技力を向上させる
ような施設なのではないかと考える人
も少なくはないだろう。確かに、一流
のアスリートから教わる方が、競技の
上達の確率は格段に高まる。

しかし、藤田氏が最も大切にしてい
ることは「スポーツそのものを子ども
たちに楽しいと思ってもらう」ことで
スポーツパークとしても大切にしてい
る価値観のひとつだ。
「私もJリーガーになった身ですしほ
かの一流のアスリートも口をそろえて
言うことは、そのスポーツを幼少期に
心から好きになることが最重要だと考
えています。その根幹がないと、歳を
重ねるうちに必ず伸びなくなります」
と断言する。

事実、プロアスリートの世界という
のは競争が激しく、厳しい世界だ。そ
こで生き残る力の源は、「好き」とい
う想いの強さなのだ。

株 式 会 社Team39（ 以 下、Team39）
は、仲町台スポーツパークをユニバー
サルキッズ仲町台内に開設し、新装
されたプール、体育館、多目的コー
トでは様々なジュニア専門のスポー
ツ教室を開校する。７月より順次体
験会を実施し、９月のオープンを予
定している。元水泳平泳ぎ日本代表
で、オリンピック金メダリストであ
る北島康介氏が運営するスイミング
スクール「KITAJIMAQUATICS（キタ
ジマアクアティクス）」も同施設内で
事業を実施する。

子どもたちの運動機会の減少と 
空き家問題を解決する

株式会社フォーハンズ（以下、フォー
ハンズ）が手がけるインターナショナ
ル幼保園である、ユニバーサルキッズ
仲町台のなかに、Team39が運営する
ジュニア専門スポーツ施設の仲町台ス
ポーツパークをオープンする。場所は
神奈川県で、横浜市営地下鉄ブルーラ
イン「仲町台」駅から徒歩１分だ。

Team39は４月に類似施設であるプ
レディタウン白金スポーツパークを
オープンしており、仲町台が２施設目
となる。
「子どもたちにとって運動できる場所
がとにかく少ないと感じています。そ
れに加えて、日本は人口が減少してい
き、空き家や空きスペースが大きな社
会問題になろうとしています。それら
を解決したくて、この事業を始めまし
た」と話す藤田氏。実は、藤田氏は元
Jリーガーであり、現役を退いてから
もサッカー教室を開講してきた経緯が
ある。

しかし、仲町台スポーツパークにお
いては野球やラグビー、水泳などを含
めて10種目以上の競技をひとつの施
設で実施することができる。

基本的に平日の午後３時まではユニ

元 J リーガーが想う 
スポーツを通じた社会貢献
「私は、当時中学２年生だった’98年
のフランスワールドカップで、幸運に
も応募した抽選が当たり、ボール拾い
として神聖なピッチに立つことができ
ました。そこで夢を見たんです。プロ
になりたいと」藤田氏は熱を込めて続
ける。「今度は、子どもたちに夢を見
させてあげたい。そういう場所にして
いきたいですし、今後ももっと多くの
空きスペースをスポーツ施設へとリノ
ベーションしていきます」。

それだけでも素晴らしいのだが、藤
田氏はアスリートのセカンドキャリア
まで考えて事業を立ち上げている。

引退したアスリートが行き場をなく
すのではなく、スポーツパークが彼ら
にとって、次世代の子どもたちに己が
愛した競技を教えられるフィールドに
なることに意義がある。日本を代表す
る選手が、ここから羽ばたいていく未
来がすぐ近くまで来ている。
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本誌提携 IHRSA『クラブビジネスインターナショナル』からの情報

■ グループ X の再興
    　―2021年のクラブで人気グループクラスを生み出す方法とは

自宅でワークアウトができる便利さや、
洗練されたデジタルフィットネスクラス、
ライブストリームなど目新しさはあるも
のの、オンラインエクササイズでは、実
際に会って行うグループエクササイズの
ようなエネルギッシュでインタラクティ
ブな体験を真似することはできない。

コロナウイルスの大流行は、ヘルス
クラブにおける会員のエンゲージメン
ト、交流の機会、会員維持のためのグ
ループXクラスの無限の価値を明らか
にした。
「グループXのインストラクターは、
営業停止になったときのヒーローで
した。彼らはすぐにオンラインでつ
ながり、クラブの声となり、最前線
となり、ビジョンとなりました」と
SCW Fitness EducationとWATER in 
MOTIONのCEOであるサラ・クーパー
マン氏は述べている。

パンデミックが続くなか、グルー
プXは、オンラインであろうと、屋外
であろうと、社会的に離れた小さなグ
ループであろうと、会員の心身の健康
を増進し、孤立感と戦い、ジムとのつ
ながりを維持するために不可欠なも
のとなった。 今、新型コロナウイル
スから世界が立ち上がる一方で、グ
ループXはさらに強くなり、クラブが
入会を促進し、メンバーの定着を維持
し、新規会員を惹きつけるためのより
強力なツールとなることが期待されて
いる。 米国レスミルズ社のCEOであ
るショーン・ターナー氏は、「世界の
多くの人々が数ヶ月間孤立していたこ
とを考えると、クラブはコミュニティ
や人との交流を求める人々にとって理
想的な場所です。ハイクオリティなグ

ループワークアウトこそ、賑わいを取
り戻すための鍵であり、クラブをいっ
ぱいにするための最も速い方法でしょ
う」と語る。

カテゴリーが進化・多様化し、競争
が激化するなか、ヘルスクラブ業界は、
グループXプログラムへの投資、適応、
プロモーションを優先し、ビジネスを
拡大する必要があるだろう。

安全性を最重要事項に

マスクの着用や社会的な距離の取り
方についての要求は、時間の経過とと
もに解除されていくと思われるが、X
グループの参加者は、何が安全である
かについての意識が高くなっている。

コロナウイルスのワクチンが普及し
たとしても 汗をかいて息をしている
人がいる部屋に入ることに抵抗を感じ
るかもしれない。
「私たちは安全性を確保するためにす
べてのプロトコルに従っており、これ
らはしばらくの間、私たちと共にあり
ます。実際、マスクとソーシャルディ

スタンスは、この業界に永遠に付きま
とうものかもしれません」と、メリー
ランド州ボルチモアに9つの総合型ク
ラブを展開するMerritt ClubsのCOO、
マーク・ミラー氏は語る。

クラスの定員が緩和される一方で、
クラブは、より広い物理的スペースに
慣れた会員が、以前は許容されていた
参加者数に抵抗を感じる可能性がある
ことを認識すべきだ。
「以前は50人以上の参加者を許容し
ていましたが、メンバーからはスペー
スが広い方が良いとの意見がありま
した。今後は、より合理的な人数で
レッスンを行う予定です」とテキサ
ス州ヒューストンにある17万5千平方
フィートのヒューストンクラブのグ
ループエクササイズディレクター、メ
リッサ・シッピー氏は述べている。

さらに、クラブは、頻繁な機材の清
掃などの安全対策を強化する必要があ
るが、これはもはや習慣であり、完全
になくなることはないだろう。
「コロナ禍では、次の生徒のためにす
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ジョブ』（www.fitnessjob.jp）などを効果的に活用し、貴社が求める質の高い人材をローコストで募集します。また、
オーディションや養成コース・資格取得などのセミナーの参加者の募集も行えます。
広告の掲載を希望される方は編集部求人広告担当、富永までご連絡をお願いします。

◎本誌到着日について
本誌は奇数月 25 日発売を予定しています。交通事情等の影響で配送業者の便が遅れる可能性がございます。予めご
了承ください。

◎ご意見・ご感想について
本誌掲載の記事についてのご意見・ご感想を右記フィットネスビジネス編集部メール宛て、200 字程度でお送りくださ
い。選考のうえ、本コーナーに掲載させていただきます。採用となりました方には、薄謝進呈いたします。

Editor's Letter
これからの時代、自分が幸せにした
い対象顧客の心を捉える業態・サ
ービスを開発し、成長を目指すには、
企業の規模や開発する業態・サービ
スの如何を問わず、まず「スモール」
から始めることが大事になる。スモ
ールビジネスは、既にその実現方法
が体系化されているので、それに則
って取り組み、早いうちに何度も「失
敗」しながら、サービスとビジネス
モデルを最適化させていくとよい。
そうすることで、早く「成功」できる。
行動なくして、将来なし。自分の 
” 内なる声 ” を聴き、動き出し、人生
を、世界を、意味のあるものにしよう。

月刊ネクストの最新号は、キッズ特
集。取材をして気になったのは、子
どもたちの人とのコミュニケーション
の質が変わってきていること。マスク
をしたまま顔を認識することで、口を
見ると怖いと感じる子が出はじめて
いるという。人と肌で触れ合う機会
が少なくなることで、愛情を感じるこ
とも少なくなり、人とのコミュニケー
ションが希薄になる。スモールビジネ
スは、アフターデジタルの世界では、
人と人のサービスに最もチャンスがあ
ると思うが、将来的に、この価値観
も変わるとすれば、スモールビジネス
の難易度も高まることが危惧される。

本号ではキッズスクール特集をメイ
ンで執筆させていただきました。私
も小学校入学前に、近所のスポーツ
教室に一時期通っていた記憶があり
ます。今思えば、そこにいた同級生
はみんな、小学校に上がると各クラ
スのなかで足が速かったです。何が
言いたいか申しますと、いかに幼少
期に身体を動かすことが大事なのか、
取材を通して改めて振り返ることが
できました。掲載させていただいた
お取り組みは、私がキッズだったら
ぜひ参加してみたいものばかりでし
た。今後も多種多様なキッズスクー
ルの誕生が楽しみです。

今号から、完全に新体制に移行して
の編集業務となったため、編集後記
も４人分です。まだまだ慣れない点・
至らない点があると思いますが、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。さて、今号
の特集は「スモールビジネス」です。
編集のなかで感じたのは、「事業の
初めは、良い意味で市場を気にしな
い方が多かった」ということ。皆さ
まそれぞれ夢や思いがあって、あく
までもそれらを叶えるためのビジネ
スなんだと、実感しました。改めて、
意義を持てる仕事をしていきたいと、
強く思いました。

古屋武範 岩井智子 夏井大輝 芳賀隼人
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