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第1回

ボール︒選手から実業団チーム監

中学に入学して始めたソフト

ない︒
なにか一つでもいい︒
例え大

生が︑﹁なんでも一番という人はい

した︒そのときからチームの先頭

が︑３年目にキャプテンになりま

です︒そのときは却下されました

ないですね︒

事なんだ﹂という言葉が忘れられ

は誰かがやらなければならない仕

い︒でも監督は指導者としてそう

食い一番でもいいから︑一番にな

はいかないよ︒選手は監督の背中

督︑日本代表監督とずっとソフト

させました︒練習もそれぞれが目

現 役 を 引 退 し た 後︑日 立 高 崎

標を持って取り組むようにしたの

に立って練習や意識改革に取り組

中学︑高校とソフトボールを続

を見ている︒
その覚悟はあるのか﹂

れるものを見つけなさい﹂と言っ

け︑高校卒業後は実業団チームの

で︑
チームも強くなりました︒

と言われ︑﹁３年で結果が出なけれ

ボールと共にある︒現役監督を退

ボールをもう一度

技種目から外れてしまったソフト

ユニチカ垂井に入社︒１部リーグ

ユニチカ垂井では︑一般の女子

ば辞めなさい﹂
とも言われました︒

︵現・ルネサスエレクトロニクス高

復活させたいとい

チームだったが上位を争うほどで

社員とソフトボール部員が同居す

初の女性監督誕生に尽力してく

み︑
チームを変貌させました︒
リー

う強い思いがある

はなかった︒
強くなりたい︑
一番に

る寮の管理者となった︒
ここで︑
一

れたのは当時の工場長です︒会社

てくれました︒その言葉に共感し

から︒

なりたいという思いが高じて１年

人ひとりと向き合ってきちんと話

の中で孤立無援だった私にとって

いた今は︑
後進に︑
そして子供たち

私がソフトボー

目でキャプテン就任を直訴する︒

をすることの大切さを覚えた︒こ

一番の味方でしたね︒その方がい

崎︶から監督にとの声がかかりま

ルを始めたきっかけは母の存在で

ユニチカ垂井に入って驚いたの

の経験が監督になって役立ったと

なかったら今の私はないかもしれ

ダーとしてやったことは︑挨拶や

す︒
私は５人兄妹の末っ子︒
普通な

は︑チーム練習後に一人で練習し

振り返る︒

て︑﹁ソフトボール部に入って県大

らかわいがられて育てられたと思

て い る と 先 輩 に 叱 ら れ る こ と︒

ユニチカ垂井での職場は総務部

振り返ってみると︑いろいろな

にソフトボールを教える普及活動

うでしょうけど︑父はそうでもな

リーグでは下位の常連チームで︑

福利厚生課でした︒工場や寮のト

局面で︑
優れた指導者︑
監督に巡り

した︒父に相談してみると︑
﹁選手

ぜか母は厳しかった︒勉強じゃな

全体練習はやっても目標を立てた

イレがよく詰まるので︑その処理

会えたと思います︒また︑私はエ

整理整頓︑先輩後輩や同僚を敬う

くてもいいから︑なにか一番にな

個人練習をしない︒
それで︑
新入社

をしていたとき︑一緒に作業して

リート選手ではなかったけれど︑

会で一番になろう﹂と決めたのが

れば母は私を誉めてくれるかなと

員にもかかわらず部長に
﹁キャプ

いた上司の
﹁辛いだろうけど︑
これ

﹁リーダーにとって
大切なことは
常に人と向き合うこと﹂

思っていました︒中学生になった

テンにしてくれ﹂と直談判したん

ない︒

とき︑ソフトボール部の顧問の先

に力を注ぐ︒それは︑北京オリン

1953年、埼玉県生まれ。星野女子高
等学校卒業。中学1年からソフトボール
を始め、高校卒業後はユニチカ垂井に
入社し、ソフトボール部で選手として活
躍。選手を引退後、
日立高崎（現・ルネ
サスエレクトロニクス高崎）
監督を経て、
日本代表監督に就任。2000年のシド
ニーオリンピックで銀メダル、04年のア
テネオリンピックで銅メダルを獲得。

は自分のことだけ考えていればい

元ソフトボール日本代表監督

ことなど︒人としての基本を徹底

取材・文＝ 川井直樹

始まりです︒

写真＝ 清水タケシ

ピックを最後に︑オリンピック競

宇津木妙子
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会社や組織で、一人ひとりが力を発揮する…。
そのためには、力強いリーダーシップを持つ人の存在が不可欠です。
そこで、
スポーツ界で輝かしいリーダーとして活躍された方に、
リーダーシップとは何か、
その神髄をお聞きします。
宇津木さんのトレードマークであるサン
バイザーとサングラス。選手とのコミュ
ニケーションで威力を発揮するそうです

宇津木妙子さん
TAEKO
UTSUGI

スポーツのリーダーに聞く
Theリーダーシップ
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「人の上に立つ者は、
孤独に耐え、
一人で決断し、
一人で責任を取る覚悟が必要です」

TAEKO
UTSUGI

の上に立つ者は孤独にも耐えなけ

ればならない。
一人で決断し、
一人

で責任を取る覚悟が必要です。

ソフトボールをもう一度オリン

ピックの正式種目にすることを使

命としている、と冒頭に言いまし

た。
もう一つの使命は、
選手のセカ

ンドキャリアの道をつけることで

す。これも私に課せられた使命だ

た。私が信じて進む方向に選手は

本代表監督も務めることができ

努力して日本代表にもなったし日

ら将来に不安も持っています。日

情報化時代の今選手は利口ですか

ポーツに専念するものです。
一方、

のことを考えずにがむしゃらにス

と思っています。
若いときは、
将来

つ い て き て く れ た。そ れ は リ ー

て扱っています。将来の生活に備

本アスリート会議でも、選手のセ

日本代表監督としてシドニーオ

えること、そのアドバイスができ

ダーとして、常に選手と向き合っ

リンピックで銀メダル、アテネオ

ることも、これからの指導者の大

カンドキャリアを重要な議題とし

リンピックでは銅メダルを獲得し

切な仕事かもしれません。

てきたからだと思っています。

た。
その後、
日本代表チームは齋藤

春 香 代 表 監 督 の 下、北 京 オ リ ン

ピックで金メダルの夢を叶える。

北京オリンピックで大活躍した

ルネサスエレクトロニクス高崎の

上野由岐子投手は、世界一の投手

です。彼女もいつか指導者の道を

歩むでしょう。そのために上野に

宇津木様のサイン入り色紙を抽選で1名様にプレゼントします!! ※応募方法は12ページをご覧ください。

PRESENT !

言ってあげたいのは
「人としてど

うあるべきかをまず考える」
。
そし

て
「若い選手は上野を見て育つ」
と

いうこと。リーダーとして人を育

てることはすごく難しく、また人

宇津木さんの座右の銘は「努力は裏切らない」。色紙に書いて
いただきました
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proﬁle

年齢：45歳
家族構成：妻と二人暮らし
お住まい：社宅
理想の老後：海釣りが趣味なので、
海に近いところに住んで釣り三昧。

野田隆男 様

エネルギー関連企業勤務

月の返済の負担が軽いこともあり

年齢：50歳
家族構成：妻、長男、長女
お住まい：一戸建ての自宅
理想の老後：妻とのんびりドライブと旅行。

橋詰寿紀 様

かけは︑ 歳が近づき生命保険料

マンションオーナーになったきっ

宅のローンに加えてさらにローン

し︑
現在は３室のオーナーです︒
自

警備保障企業勤務

̶̶

生命保険対策で購入を決断
将来への不安も和らぎました

proﬁle

１室追加して︑今では３室を保有

室購入し︑その１年半後にさらに

実は１室購入した翌月にはもう１

ですから 年前︒ 歳の時でした︒

最初に購入したのが２００３年

て︑
話を聞く気になりました︒

ンス︒
﹁儲け話ではない﹂
と言われ

投資すれば儲かるという勧誘スタ

それまで電話勧誘のほとんどが︑

はありません﹂
という一言ですね︒

今は会社の若い社員にも
﹁今のう

フォローにも満足していますし︑

て い ま す︒青 山 メ イ ン ラ ン ド の

オーナーになってよかったと思っ

正直なところですが︑思い切って

まで考えていなかったというのが

の不安もある︒購入した時はそこ

企業年金や国民年金だけでは老後

不安は増大していると思います︒

災後の社会の変化など︑将来的な

経済環境の変化や東日本大震

２０ ０５ 年 に 最 初 の １ 室 を 購

特に問題とは感じませんでした︒

十分支払える範囲内だったので︑

負担もイメージよりかなり少なく︑

きっかけです︒初期費用や月々の

す﹂との説明が契約につながった

当者から
﹁生命保険対策になりま

たが︑青山メインランドの営業担

金儲け﹂に興味はありませんでし

思ったことです︒﹁税金対策﹂
や
﹁お

が跳ね上がる前に対策をしようと

も和らいだかなと思っています︒

り準備をしたことで将来への不安

ンションオーナーとなり︑しっか

かりあるので安心しています︒マ

に対し︑定期的なフォローもしっ

す︒購入後のマンション管理など

には妻が決断したようなもので

始められそうだったので︑最終的

いました︒現状の生活を変えずに

サブリースシステムにも納得して

が︑適正な家賃設定をもとにした

を組むので妻は心配したようです

納得してもらいました︒

Mainstage Owner

入︒それから２︑３年ごとに購入

は︑営業担当者の
﹁これは儲け話で

青山メインランドを信頼したの

̶̶

少ない負担で
分厚い年金対策ができます

Takao Noda

しています︒
妻に相談した時は
﹁大

35

ちだぞ﹂
と勧めているんです︒
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丈夫なの？﹂
と言われましたが︑
毎
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Hisaki Hashizume
50

Mainstage Owner

