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成長習慣を身に付け価値ある人材に
気鋭のバスケットボールスクール
バスケットボール界で、革新的な指導スタイルを持つスクールが誕生した。神奈川県川崎
市を中心に日本全国で活動する「ValueWorks」である。運営元の（株）バリューワークス
エデュケイトの代表取締役社長を務める赤津氏の信念や、仕事に懸ける思いとは何か。バ
スケットボール愛好者で知られるタレントの水野裕子さんが掘り下げる。
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けるために 2 年ほどさまざまな業種に携
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時は厳しい制度がありました。さらに我

ケットボールがどんどん好きになりまし

ての才覚をお持ちだったようですね。

が強い性格だったため、万が一所属チー

たね。社会人になってからも、ミニバス

赤津

ありがとうございます。ただ、そ

ムの指導に納得がいかなかったらチーム

のコーチとして指導したり、プレーヤー

の会社は 28 歳のときにすべて売却しま

の輪を乱してしまうだろうと考え、チー
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国大会に出場したりするなど、仕事の傍

ジしたかったんです。新しい分野に挑戦

こで近くの体育館を借りて、自分でバス
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バスケットボールによる教育事業

「ValueWorks」を手がけていらっしゃ

株式会社 バリューワークスエデュケイト
代表取締役社長
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社長はお若いうちから経営者とし

覚悟を持って、大きな決断をな

きっかけは、結婚して子どもがで

Profile
小学校 3 年生からバスケットボールを始める。高校を卒業してから
は飲食業に携わり、20 代前半で自身の飲食店を開業。わずか数年で
5 店舗にまで規模を拡大させた。28 歳のとき、さらなるチャレンジ
を見据え IT 業界に転身。数社で業務に携わる中で、研修講師や部長
職、役員などを経験する。その後、自身の子どもがきっかけでバス
ケットボールスクールをスタート。研修で訪れたロサンゼルスでの
指導方法に衝撃を受け、それを広めるべく 36 歳で再独立を果たし、
（株）バリューワークスエデュケイトを立ち上げた。
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レーニング施設をオープンしたんです。
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思ったんです。それで、居ても立っても
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では、運営していくうえで、社長

では最後に、今後のビジョンにつ
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体で挑戦を続けていきますので、応援を

いきました。ある日、ロサンゼルスで一
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定義するものではなく、他人に認めても

の笑顔が見られたり、保護者の方から感

緒に研修に参加した後輩が、「赤津さん

を身に着けていただきたいんです。
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よほど衝撃を受けたのですね。そ
活動を行っていく中で、私の思い

と一緒にやりたいです」と言ってくれた

他にも、
「Be a Great Player」という

こともあり、2019 年に法人化し自社ト

言葉を掲げています。もともとは、
「素

URL https://valueworks.jp/

赤津

当社のスタッフは半分が大学生

方がそろっています。若いコーチだけで
はなく、人の気持ちの扱い方や、どうす
れば他人をいい方向に導けるかなど、社
会人経験が教育を行っていくうえで非常
に重要だと思っています。私自身も 40

〒 213-0022
神奈川県川崎市高津区千年 141-3
URL https://valueworks-educate.co.jp/
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◀ パートナーシップを組む「川崎
スーパーソニックス U15」。川崎
市を拠点として小学 6 年生〜中学
3 年生までを対象にクラブチーム
として活動している

http://www.companytank.jp/interview/202005/14807/

やはり、指導を通じて子どもたち

よろしくお願い致します！

コーチはどのような方が多いので

企業の部長職など社会経験を豊富に持つ
◀ バスケットボールスクール
「ValueWorks」。スクールの雰囲気
を知ってもらうために、経験を問
わず無料体験を実施している

ちなみに、スクール名の「Value

しょうか？
で、半分が私より年上で、経営者や大手
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そうなんです。私たちコーチも常

代になって、ようやく世の中のことが少
しわかるようになってきましたから。
水野

確かに、長い人生経験の中で酸い

Guest Comment>>

水野 裕子（タレント）
バスケットボールは、誰もが知っていて一度はプレーしたことがある
スポーツです。それと同時に、競技者経験がある人以外に裾野が広が
らないスポーツとも言われています。その要因の 1 つとして、学校
以外でバスケットボールができる場所が、他の競技に比べて少ないこ
とが挙げられると思っていました。だから、「Value Works」さんの
ようなスクールができたことが、私は本当に嬉しいです。赤津社長の
事業に懸ける思いにも大変感銘を受けました。ここから未来のスター
選手が誕生する日を楽しみにしています！
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株式会社 バリューワークスエデュケイト
代表取締役社長

赤津 誠一郎

バスケットボールスクール「ValueWorks」を手がける（株）バリューワークスエデュケイト。同スクールの
名前には、「価値のある仕事をしよう！」という思いが込められている。
「価値は自らが押し付けるものではあ
りません。自分自身が成長することで、人に認めてもらえるものなんです」
。そう語る同社の赤津社長は、子
どもたちの健やかな成長のためにコーチ、保護者、地域が三位一体となることこそが大切だと考えている。そ
の理想を実現するべく、“Just Try It”の精神でまい進を続けていく同氏の活躍から目が離せない。
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「子どもたちが健やかに成長できる環境

を 整 え る た め に、 コ ー チ、 保 護 者、 地 域

が三位一体となることが大切です。私は

価値のある活動を続けていきます！」
対談記事

