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2021-2022年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
：ともに　ひらめき　きらめく !

本日の卓話者ご紹介

2022 4 14 3358 3358

4 14 60 60 42(42)  70.00

3 24 62 62 72.58

J リーグのプロサッカークラブ、株式会社湘南ベルマー
レの坂本紘司と申します。２０００年にプロサッカー選
手として湘南ベルマーレに入団し、２０１２年に引退す
るまで１３年間選手としてプレーをしました。引退後は、
株式会社湘南ベルマーレのフロントスタッフとなり、今
年で１０年目を迎えました。スポーツダイレクターとい
う役職に就き 5年半が過ぎたところですが、その役職の
業務内容と、チームづくりで大事にしている考え方を今
回お話させていただきたいと思います。

スポーツダイレクターとは、クラブの編成・強化に関す
る総責任者であり、日本では強化部長と表現されること
が多いです。主な重要な仕事は、監督の選定、選手の移
籍に際して他クラブとの交渉、所属選手との契約の見直
しなどになります。
国内外の選手 ( 指導者やスタッフ等 ) に関するあらゆる
情報を集め、獲得に値する人材をリストアップするスカ
ウティングを行い、その情報をベースに、クラブの補強
予算を勘案しながら獲得・放出する選手を決める計画を

45(45) 2 47 75.81

作成します。監督や選手の評価を行い、経営と強化を両
立させるため全ての情報を駆使し、その構想を実現させ
ることが私に求められているものとご理解ください。

私がスポーツダイレクターに着任し、チームビルディン
グを行う際にまず考えたことは、湘南ベルマーレが存在
する意義を改めて認識すること、また現状のクラブの強
みと弱みをしっかりと把握することです。
我々の存在意義は、クラブのミッションステートメント
にもあるように、世代と地域をつなぐ総合型スポーツク
ラブとして、チャレンジする人の成長を支え、夢と感動
を提供する。人生と地域を豊かにするスポーツ文化が根
ざしている世の中を作ること。即ち、湘南ベルマーレが
あることで地域の人々が「元気」になることです。
では、強みと弱みはなんでしょうか。
強みは、クラブのフットボールイメージがサッカー界の
中で確立されている。向上心を持った、意欲的な選手や
スタッフが多く在籍する。育成実績（多くの出身選手が
海外や J1 の上位クラブで活躍している ) 小さなクラブ
だからこそ、クラブ全体で意思の疎通が図れ、共通認識
のうえ、物事を進められる。小さなクラブだからこそ失
敗を恐れず、新しい取り組みに邁進できる。といったよ
うなことが考えられます。
弱みは、J1 リーグに在籍するクラブの基準としては、
やはり資金力やトップリーグでの経験値、ハード面（ス
タジアム・選手寮など）が挙げられます。
これらを基に、地域を元気にすることができ、強みを活
かし、また弱みを補えるようなチームを作る。それが私
のミッションであると考えました。

「チームビルディング」

株式会社湘南ベルマーレ
スポーツダイレクター　坂本 紘司様

卓　　話

J1 リーグのように、格上のチームと対戦すると、勝つ
可能性よりも負ける可能性の方が高いかもしれない。そ
れでも立ち向かっていく気持ちを大事にし、相手よりも
ハードに戦う。走ることを厭わない精神を持ち、どんな
状況でも諦めない集団を作る。それを遂行できる選手や
スタッフでチームを形成すること。
次に勝率を 1%でも上げるため、クラブ全ての力を結集
し「団結」する。他の J１クラブよりも少人数で運営す
るクラブだからこそ、同じ目標に向かってひとつになる
こと。どんな時もあきらめない精神があり、団結したチー
ムがある。それこそがこの地域の方々を元気にできる
チームであると私は考えました。

まだまだ結果が出ているとは言い難い現状ではあります
が、一貫性を持ち、人間性を重視するチームづくりに、
今後も邁進して参りたいと考えております。

株式会社湘南ベルマーレ
スポーツダイレクター　坂本 紘司
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卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 2名

ゲスト 3名

ビジター 0名

4月21日(木)
4月28日(木)

委員会報告

J リーグのプロサッカークラブ、株式会社湘南ベルマー
レの坂本紘司と申します。２０００年にプロサッカー選
手として湘南ベルマーレに入団し、２０１２年に引退す
るまで１３年間選手としてプレーをしました。引退後は、
株式会社湘南ベルマーレのフロントスタッフとなり、今
年で１０年目を迎えました。スポーツダイレクターとい
う役職に就き 5年半が過ぎたところですが、その役職の
業務内容と、チームづくりで大事にしている考え方を今
回お話させていただきたいと思います。

スポーツダイレクターとは、クラブの編成・強化に関す
る総責任者であり、日本では強化部長と表現されること
が多いです。主な重要な仕事は、監督の選定、選手の移
籍に際して他クラブとの交渉、所属選手との契約の見直
しなどになります。
国内外の選手 ( 指導者やスタッフ等 ) に関するあらゆる
情報を集め、獲得に値する人材をリストアップするスカ
ウティングを行い、その情報をベースに、クラブの補強
予算を勘案しながら獲得・放出する選手を決める計画を

今週のお祝い

誕生日祝い・・・日坂泰之会員
結婚祝い　・・・無し

（一社）栄樹庵　理事　早川景子様
休日週の休会

本日のスマイル 11名

まん延防止等重点措置期間中は休会、
またはリモート例会あり、ご注意ください。

作成します。監督や選手の評価を行い、経営と強化を両
立させるため全ての情報を駆使し、その構想を実現させ
ることが私に求められているものとご理解ください。

私がスポーツダイレクターに着任し、チームビルディン
グを行う際にまず考えたことは、湘南ベルマーレが存在
する意義を改めて認識すること、また現状のクラブの強
みと弱みをしっかりと把握することです。
我々の存在意義は、クラブのミッションステートメント
にもあるように、世代と地域をつなぐ総合型スポーツク
ラブとして、チャレンジする人の成長を支え、夢と感動
を提供する。人生と地域を豊かにするスポーツ文化が根
ざしている世の中を作ること。即ち、湘南ベルマーレが
あることで地域の人々が「元気」になることです。
では、強みと弱みはなんでしょうか。
強みは、クラブのフットボールイメージがサッカー界の
中で確立されている。向上心を持った、意欲的な選手や
スタッフが多く在籍する。育成実績（多くの出身選手が
海外や J1 の上位クラブで活躍している ) 小さなクラブ
だからこそ、クラブ全体で意思の疎通が図れ、共通認識
のうえ、物事を進められる。小さなクラブだからこそ失
敗を恐れず、新しい取り組みに邁進できる。といったよ
うなことが考えられます。
弱みは、J1 リーグに在籍するクラブの基準としては、
やはり資金力やトップリーグでの経験値、ハード面（ス
タジアム・選手寮など）が挙げられます。
これらを基に、地域を元気にすることができ、強みを活
かし、また弱みを補えるようなチームを作る。それが私
のミッションであると考えました。

◎本日、下期情報集会のグループ一覧とテーマを配布い
　たしました。
　6 月 02 日の例会で報告会を予定しておりますので、
　それまでに集会をお願い致します。
　クラブより一人 ¥3,000 の補助がありますので、開催

幹事報告

クラブ会報委員会　◎ 平井 敬規　○ 関口 幸恵　菅沼 久志　松本 崇

常盤卓嗣会員、渡邉美和会員

湘南ベルマーレ　スポーツダイレクター
湘南ベルマーレ　アンバサダー
みずほ証券平塚支店　支店長

卓話者ご紹介

坂本紘司様

1978 年生まれ　43 歳
出身地：滋賀県
サッカー歴：静岡学園高等学校⇒ジュビロ磐田⇒湘南ベ
　　　　　　ルマーレ (2012 年引退 )
経歴：2013 年　湘南ベルマーレフロントスタッフ
　　　2014 年　湘南ベルマーレ営業本部　本部長就任
　　　2016 年　湘南ベルマーレ取締役就任

石原直樹様

2021 年に引退し、ベルマーレアンバサダーに就任された

○会員研修委員会　元吉裕員委員長
　本日18時より平塚商工会議所第2会議室にて、第2回
　新会員研修セミナーが開催されます。対象の入会 3年
　未満の会員以外の会員もご参加お願い致します。

○青少年委員会　青山紀美代委員長
　3月 21 日に予定されておりました第 52 回平塚市少年
　少女マラソン大会はまん延防止等重点措置延長の為、
　中止との連絡を平塚市スポーツ課よりご連絡がありま
　した。

J1 リーグのように、格上のチームと対戦すると、勝つ
可能性よりも負ける可能性の方が高いかもしれない。そ
れでも立ち向かっていく気持ちを大事にし、相手よりも
ハードに戦う。走ることを厭わない精神を持ち、どんな
状況でも諦めない集団を作る。それを遂行できる選手や
スタッフでチームを形成すること。
次に勝率を 1%でも上げるため、クラブ全ての力を結集
し「団結」する。他の J１クラブよりも少人数で運営す
るクラブだからこそ、同じ目標に向かってひとつになる
こと。どんな時もあきらめない精神があり、団結したチー
ムがある。それこそがこの地域の方々を元気にできる
チームであると私は考えました。

まだまだ結果が出ているとは言い難い現状ではあります
が、一貫性を持ち、人間性を重視するチームづくりに、
今後も邁進して参りたいと考えております。

ベルマーレにエールの
ご意見を伝える杉山会員

坂本紘司様
石原直樹様
下里幸平様

日、　人数が決まりましたら事務局までご連絡をお願い
いた　します。

◎先週、地区からのウクライナ難民支援の義援金協力依
　頼に対し、4月8日に¥300,000を地区にお送りいたしま
　した。
　皆様には一人¥3,000ずつのご協力をお願い致しました。
　義援金にご協力いただきました会員には男性にはウク
　ライナ国旗　カラーポケットチーフ、女性にはウクラ
　イナ国旗　カラースカーフをお渡しいたします。
　お納め方法の回答をしていない会員は事務局まで至急
　お願い致します。

2021年に選手から
ベルマーレアンバサダーに
就任された石原直樹様


