生活を経て、今年２月に加藤海運の社

――現役引退から５年。サラリーマン
でした。バレーで鍛えていたはずの私

うでしたから当時は追いつくのに必死

ていて、みんな一流のアスリートのよ

のほうの集中力が続かないなと正直

長に就任されました。
思ったこともありました。でも負けら

南 はい。まだ ヵ月なので、社長と
言われても正直、慣れない感じはあり
れないと、 年間、一番出社を心がけ
ました。 時の始業時間までを利用し

た心構えはありますが、同期とは仕事

リートたち。私自身、スポーツで培っ

ろん 、 皆さん学業で上がってきたエ

と、ひと言言われました。周りはもち

である事業部長から
「覚悟して来たな」

せていただきました。赴任当初、上司

て、いきなり営業課長職でスタートさ

た。前職の旭化成では、社業に専念し

から早いもので、もう５年が過ぎまし

一に心がけて過ごしてきました。

情熱を持って取り組む、そのことを第

という思いもありました。とにかく、

代表としてみっともないマネはできな

それは自然なことでしたし、バレーの

きたいという覚悟がありましたから、

だったバレーを捨ててここで生きてい

しれませんが 、 これまで私のすべて

トイックと言われたら確かにそうかも

て、新しい製品の勉強もしました。ス

２００８年に 歳で現役を引退して

ますね（笑）

という面で 年以上キャリアが開いて

とおりだと思いました。ありがたいこ

上司からのアドバイスは、まさにその

この世界、残っていけないぞ」という

にして土日も構わず仕事を覚えないと

れど、これからは好きなバレーも犠牲

いました。
「今までの功績は認めるけ

月くらい前から体調を崩し始めまし

藤栄一前社長）が急逝。実はその ヵ

南 昨年の末に、
前社長で義理の父
（加

た。

２０１３年に加藤海運に入社されまし

――その旭化成でのご活躍ののち、

して、引退後、 年間は、バレーボー

もいただきましたがすべてお断りしま

とに、バレー教室や講演会などのお話

た。昨年、 月 日の役員会議の席で

て最終的には跡を継ぐことを決めまし

でほしい”と話があり、妻とも相談し

て、その時に前社長から“会社を継い

前社長が発表し、年明けの２月 日か

嫌いで徹底的にやる。私も全日本時代

同じだ”ということ。とにかく負けず

ている会社員は、みんなアスリートと

そこで感じたのは“トップで頑張っ

してすぐさま病院に駆けつけたのです

に出向きまして、役員会で自己紹介を

まったんです。そのため私一人で本社

めて出社できる体調ではなくなってし

が、当日、前社長の意識が朦朧とし始

ら入社する段取りになっていたのです

していまして、現役を腹いっぱいやっ

部です。それまでは勝手な人生設計を

南 ２００６年の旭化成バレー部の廃

期は？

――南さんの人生における一番の転換

がこみ上げてきました。

ストステップはクリアしたという思い

も、支えてくれた妻のおかげでファー

していただけたことで、私自身として

海運での最初の任務が成功したと評価

思います。周りの皆さまからも、加藤

をいただくことができました。そこで

とに、数社から受け入れたいとお誘い

くださいました。するとありがたいこ

２００８年の９月まで出向扱いとして

やすいように北京オリンピックの年

です。好条件の受け入れ先が見つかり

後まで生かす努力をしてくださったん

いた時に…旭化成という会社が私を最

過ぎていました。もうダメかと思って

たんです。ですが当時 歳、ピークは

すが、私はトップリーグでやりたかっ

らないかと熱心にお誘いを受けたんで

は 社ありました。仕事をしながらや

１（現 ・チャレンジリーグ）から

現実に直面したんです。
正確に言うと、

――バレーで培った精神は会社経営で

剣に考えるようになりましたね。

専念して次の人生を考えよう”と、真

レーボールをやったので今後は社業に

う現役は十分。とにかく、ここまでバ

せていただきました。

さり、組織の中でいろいろな勉強をさ

チームもいろいろな面を考慮してくだ

その礎になればいいという思いもあり

なチーム作り、大分三好での活動が、

卒業しても地元に戻ってこられるよう

たりしているんです。そこで、大学を

里帰りできずに親もとを離れて就職し

メディアの皆さまなど、バレーを通し

り上げていただいた雑誌やテレビなど

フ、もちろんファン、そして一緒に盛

をはじめ、
監督やチームメイト、
スタッ

す。そういう環境を与えてくれた両親

れたことにほんとうに感謝していま

現役時代、バレー一筋で歩んでこら

前職ではなかなかできなかった社会貢

南 もちろんメインは経営者ですが、

ともに強いチーム作りを目指していき

うな統率力を持って、社員の皆さんと

また、私自身も皆さんを燃えさせるよ

そういう社風にしていきたいですね。

持った仕事を求めたがるのですが
（笑）

――今後の夢をお聞かせください。

献活動、バレーの普及などの活動を積
極的に行っていきたいと思います。

バルセロナ五輪の時の選手たちは、ふ

本全体がこの追い風に乗って 、 上昇

クが開催されます。バレーも含めて日

２０２０年、東京で再びオリンピッ

チームワークを感じました。
負けを
“い

レーの強さは言葉には表せない、真の

す。そのためにできることを頑張りた

最大のバックアップになると思いま

するための環境をしっかり作ることが

もたちに夢を託すわけですから、成功

事が就任 日後に行われた前社長との

加藤海運に入ってから初めての大仕

もうろう

はまさにその思いでした。負けたくな

た。

ルと距離を置いて仕事に専念しまし
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いから、見えないところで努力するの

てコーチングの勉強をして旭化成の
私が選んだのは大分県の大分三好ヴァ

も生かされるのではないかと思うので

てお世話になった方々に感謝していま

当時はとても厳しい環境でしたが、
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が、その数分後に他界されました。

コーチ・監督・部長…と、バレー界に
イセアドラーでした。現役最後は、両

すが。

この大分三好での２年間を経て“も

5

9

12

はあたりまえ 、 常に頭の中はバレー

いました。これは会社でも一緒で、強

依存しながらお世話になった恩返しを

親も私も生まれ育った九州でプレーし

南 もちろんです。
“負けてたまるか”

心を込めてお話しすることができたと

したいと思い描いていました。
ですが、

ようと、お世話になることに決めたの

たいと思っています。

廃部になったことで人生の目標が閉ざ
です。

ました。

されてしまったんです。それはまるで

すし、今後は少しでもお役に立てるよ
う、少しずつでもバレー界に恩返しし

という気持、そしてもう一つ重要なの

だんはみんなあまり仲よくないんです

ムードが高まっていくのではないで

ていきたいと考えています。

よ（笑） ただ、試合でコートに立っ

しょうか。我々は 年後に向けて子ど

私が選手として一番脂の乗っていた

はチームワークです。

人がまとまってできたワンプ

た時に一つにまとまって強い組織にな

いよいいよ”と認め合う仲よしチーム

いですし、今から７年後を想像し、楽

る。

では、勝つことはできません。当時は

しみにしています。
らその言葉に責任を持ってプレーして

一番年下でしたが、年齢に関係なくお

7
互いのプレーを指摘し合いながらも自
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お別れの会でした。お集まりいただい

5

ボールのことがあって、バレーボール
を完全に忘れたことは一回もなかった

大分に決めた理由はもう一つありま

いチームを作るためには、そういった

んですよ。当時の職場は精鋭がそろっ

す。バレー界は中学も高校も男女とも

ようでした。
現役を続けるため、移籍を希望しま

私自身が熱い人間なので 、 情熱を

ジネスの世界で新しい挑戦を始めた南さんにその思いを伺いました。

関係が必要なのではないでしょうか。

タープレーヤー南克幸さん。今年、２月に加藤海運の社長に就任され、ビ

に九州のレベルが非常に高い。
しかし、

氏を父に持ち、バルセロナ五輪出場をはじめ、全日本でも活躍した名セン

トップリーグのチームが少ないため、

連載『バレー人』。今回紹介するのは、ミュンヘン五輪金メダリスト南将之

したが、 社も手があがらず、厳しい

バレーボール界に縁のある旬の人々にスポットを当て紹介していく不定期

私のそれまでの人生が否定されたかの

れまで何度も世界の舞台に立ってきま

作った原稿を暗記し謝辞を述べる。こ

た８００人強の皆さんの前で 、 妻と

NS
したので、緊張することなく、堂々と

Katsuyuki Minami
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PROFILE
南 克幸
（みなみ・かつゆき）
1970年９月30日生まれ
（43歳）
宮崎県延岡市出身
ミュンヘン五輪金メダリストの南将之氏を父に持ち、200㎝
の恵まれた体格を生かし宇部商高、法政大で活躍。大学時代に
出場した1992年のバルセロナ五輪では６位に入賞。卒業後は、
旭化成スパーキッズに入団し、ワールドカップ、世界選手権に
出場するなど、全日本、Vリーグで活躍。2006年に旭化成が廃
部となり、大分三好ヴァイセアドラーへ。2008年現役引退後は、
旭化成ケミカルズに勤務。義父である、加藤栄一前社長の死去
に伴い、2013年2月1日付で、1877（明治10）年創業・老舗海運
業の加藤海運㈱代表取締役社長に就任した。

皆さんとともに強いチーム作りを
目指していきたいと思っています。
神戸にある加藤海運（株）
本社ビルの前にて

南 克幸
1

RETUR

