社団法人日本テニス事業協会 １５周年記念日本テニス産業セミナー

開 催 要 項
■名

称：１５周年記念日本テニス産業セミナー

■開催組織：主
催：社団法人日本テニス事業協会、東京都テニス事業協会
(予定含む) 共
管：社団法人日本テニス事業協会研修委員会、15周年記念プロジェクトチーム
後
援：経済産業省、(社)スポーツ健康産業団体連合会、(社)日本プロテニス協会
公
認：(財)日本テニス協会
特別協賛：サントリー株式会社
協
賛：サントリーフーズ株式会社、株式会社ダンロップスポーツ 他
運
営：15周年記念テニス産業セミナー実行委員会
■期

日：平成２０年２月５日(火) ～ 平成２０年２月６日(水)

■会

場：ホテルベルクラシック東京
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-33-6
【ＪＲ大塚駅 南口より徒歩１分】

■構

成：

a.講師による講演

TEL:03-5950-1200

b.情報交換会／分科会

■参加費用：１＆２日目参加 … ①加盟会員一人目
②加盟会員二人目以降
③テニスプロデューサー
④非 加 盟
１日目のみ参加 … ⑤加盟会員一人目
⑥加盟会員二人目以降
⑦テニスプロデューサー
⑧非 加 盟
２日目のみ参加 … ⑨加盟会員一人目
⑩加盟会員二人目以降
⑪テニスプロデューサー
⑫非 加 盟

c.懇親パーティ
25,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
21,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
20,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
35,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
20,000円（昼食、懇親会費を含む）
16,000円（昼食、懇親会費を含む）
15,000円（昼食、懇親会費を含む）
25,000円（昼食、懇親会費を含む）
15,000円（昼食を含む）
11,000円（昼食を含む）
10,000円（昼食を含む）
20,000円（昼食を含む）

宿泊：ホテルベルクラシック東京 10,500円（シングルルーム、１泊朝食付・税・サ込み）
（前泊/１０名、当日泊/５０名、後泊/５名、希望の方は申込書にご記入下さい。先着順）
■定

員：

各日２５０名（先着順）

■参加対象：全国各地のテニス事業従事者及びテニス関係者
１．クラブオーナー・マネージャー・コーチ・フロント・スタッフ
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント・スタッフ
３．テニス関連事業従事者
４．テニス関係者
■ポイント：(財)日本体育協会公認テニス指導者の方（スポーツ指導員・コーチ・教師）は本セミナーに
おいて、ＪＴＡならびにＪＰＴＡの研修ポイントを１日に付き２ポイント取得出来ますので、
申込書に資格種類と登録Ｎｏをご記入下さい。なお、ＪＴＡ登録者は当日、公認テニス指導
者研修会実習活動実績証をご持参下さい。
■申込締切：平成２０年１月２５日（金）
■申 込 先：社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治生命ビルＢ１
TEL 03-3346-2007
FAX 03-3343-2047
URL http://jtia-tennis.com
■申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記までご郵送又はＦＡＸにてご送付下さい。
（お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。）
なお、会費は締切日までに下記口座にお振込みをお願いいたします。
【振込先口座】

銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.１６９２７１２
口 座 名：テニス産業セミナー

テーマ： Tennis Innovation
■１日目： 2008年
スケジュール

会

−テニス事業の再生・革新−

２月５日（火）

場

内

容

10:00～10:30

受付 ／ ホテルベルクラシック東京４階

10:30～10:45 ｼﾝﾌｫﾆｰ

開会式

10:45～12:15
４F
基調講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ

12:15～13:15

８F

テーマ： 『私の経営哲学』
講 師：アルビレックス新潟 会長／愛宕神社 宮司
(学)新潟総合学院／(学)新潟総合学園 理事長 池田 弘氏
新潟でお宮の宮司を務める傍ら、「新潟のために」という信念の基に教
育事業ＮＳＧグループを立ち上げ、『アルビレックス新潟』ではＪリー
グ観客動員数１位などの成功を収める他、「異業種交流会５０１」とい
うベンチャー企業支援組織を主催して新潟から501社の新規公開企業を
育てることに力を注いでいます。数々の事業を成功させ、奇跡の経営
者と言われる氏の経営に対する想いや物の考え方についてお話いただ
きます。
昼食 ／ ８Ｆラプソディ、セレナーデにて

13:15～14:45
４F
講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ

テーマ：『日本スポーツイノベーション～21世紀日本スポーツビジョンに向けて～』
講 師：平成国際大学 教授 佐伯 年詩雄氏
2007年3月に公表されましたOSF第１期ポリシーボード提言「日本スポ
ーツイノベーション」から、日本21世紀ビジョンとスポーツ振興の意
義と日本スポーツの現状と課題についての分析を踏まえ、日本スポー
ツイノベーションの構想とその戦略の展開手法について、全体を取り
まとめる中心的役割を果たされたお立場から、本提言についてお話し
いただきます。

15:00～16:30 ４F
講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ

テーマ： 『ビジネスに活かすスマイルパワー』
講 師：(有)福田純子オフィス 代表取締役 福田 純子氏
ＳＵ（スマイルアップ）活動による自己改革と利益アップの秘訣。
感性に着目した笑売（商売）とは、楽しく働きながら、不景気を吹き
飛ばす心のあり方。等についてお話いただきます。

16:45～17:45
４F
講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ

テーマ：『サービス産業における新産業創造戦略』
講 師：経済産業省商務情報政策局 サービス産業課長 藤野 真司氏
内 容：余暇時間の増加にともない、余暇に対する国民の意識や動機が変化
するなか、価格破壊・規制緩和・新規参入による競争の激化や情報通
信技術の活用などが進展し、スポーツ産業やレジャー・余暇産業を取
り巻く環境も大きく変化しつつあります。今後のテニス業界が種々の
課題に機動的・弾力的に取り組むべき姿勢についてお話しいただきま
す。

18:15～20:00

15周年記念懇親パーティ

※１日目はメイン会場内に於いて、賛助会員企業の商品紹介コーナーをご用意いたしております。

■２日目： 2008年
スケジュール

会

場

10:00～10:30
10:30～12:00
４F
基調講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ

２月６日（水）
内

容

受付 ／ホテルベルクラシック東京４階

テーマ：『テニス事業者・テニスコーチに期待するもの』
講 師： プロテニスプレーヤー 松岡 修造氏
選手として或いはテレビキャスターとして世界各国を回り、他のスポ
ーツにも様々な角度から接してきた経験をもとに、これからの日本の
テニス界やテニス事業者・テニスコーチに期待するものについてお話
いただきます。

※次のページへ続く

昼食 ／８Ｆラプソディ、セレナーデにて

12:00～13:00

13:00～14:15 ４F
テーマ：『強いチームを創るスタッフの育て方』
講演
ｼﾝﾌｫﾆｰ 講 師： (有)てっぺん 代表取締役
ＮＰＯ法人 居酒屋甲子園 理事長 大嶋 啓介氏
すごい居酒屋があります。この店は出店すれば必ず繁盛し、優れた
スタッフを次々と生み出しています。この秘密は大嶋社長のリーダ
ーシップにあります。
最高の状態をつくる朝礼やナンバー１宣言など様々な方法で本気で
働くスタッフを育てる大嶋社長からそのために必要なことを教えて
いただきます。
14:30～16:30
分科会

テニス事業を発展させるためにはスタッフの一人一人が自分の役割を自覚
して努力することが大切です。この分科会では創業者、2 代目、支配人、コ
ーチ、フロントがそれぞれの立場でできる役割を真剣に討論することによっ
て自分たちがやらなくてはいけないことを明確にすることができると思いま
す。また、他の立場の人達に行ってほしいことや助けてほしいことを役割ご
とにまとめて提案することによってお互いの気持ちが分かり組織がまとまり、
事業が発展します。ぜひ、分科会では同じ立場の人間として素直に目標や悩
みを討論してください。
※それぞれの役職に合わせた分科会へご参加ください。
４F
ｼﾝﾌｫﾆｰ

①テニスクラブ経営者・代表 「第一世代」
「従来の経験からこれからの事業の方向、後継者に期待するもの」
進行役：雑賀 昇（社団法人日本テニス事業協会 会長）

４F
ｼﾝﾌｫﾆｰ

②テニスクラブ経営者・代表 「第二世代」
「私たちが目指すこれからのテニス事業、先代への提案／要望」
進行役：飯田 浩一（上用賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

３Ｆ
または
８Ｆ

③スクール経営者・代表
「これからのスクール経営の方向、No.2をどのように育成するか？」
進行役：中嶋 康博（VIP･TOPグループ）

３Ｆ
または
８Ｆ

④支配人・マネージャー
「スタッフの採用と育成について」
進行役：藤本 昭夫（ｳｪﾙﾗｹｯﾄｸﾗﾌﾞ）、黒田

３Ｆ
または
８Ｆ

⑤コーチ
「顧客のニーズに応えるコーチの在り方」
進行役：松原 雄二（東戸塚松原ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）、鴻巣

３Ｆ
または
８Ｆ

⑥フロント
「お客様が満足するフロントとは！」
進行役：杉山 利昌（ﾃﾆｽﾋﾟｱ・ｼﾞｭｴ）、内藤

16:45～17:45
４F
発表
ｼﾝﾌｫﾆｰ

各分科会の内容を発表

17:45～18:00

閉会式

昌吾（横浜ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ）

敦（VIP･TOPグループ）

智子（武蔵野ﾃﾆｽｼﾃｨ-）

＊スケジュール・講演内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。

会

場：ホテルベルクラシック東京

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-33-6
■お車をご利用の場合
首都高速5号線「東池袋ランプ」より 5分
■電車をご利用の場合
ＪＲ大塚駅 南口より徒歩1分

TEL:03-5950-1200

JTIA 15th Anniversary

１５周年記念日本テニス産業セミナー
我が国においてはここ数年、「生活のゆとりと豊かさ」を重視した社会構造ならびに経
済構造への転換が叫ばれており、社会経済の全般にわたり国民の生活的視野及び消費者的
視野に立った検討が求められております。
事業、そして産業としてのテニスの発展を図るため設立された社団法人日本テニス事業
協会では、『日本テニス産業セミナー』の名のもとに業界関係者の研修会開催を重ねビジ
ネスとしてのテニス業界の活性化を推進してまいりました。
そのため、各種テニス施設における運営管理の改善に加え、経営基盤安定を図るための
方策、お客様の多様化且つ複雑化するニーズに対応してゆくための従業員教育やサービス
ソフト・プログラムの開発、時代の移り変わりに適応するハードウェアのリニューアル等
々を踏まえながら、行政や自治体とも連携を図り、業界関係者の現状を認識し問題の解決
策を見い出し、講演・事例紹介・情報交換等を行うことにより、業界関係者の資質向上と
発展を目指したいと考えます。
この度、協会設立１５周年を迎え他のスポーツ界や他のサービス業界に学ぶことにより、
今後のテニス界の方向性について今一度の再確認をし新たな創生期を迎えるためにも、テ
ニス施設のオーナー・支配人・マネージャー・コーチ・フロント・スタッフ等が知恵を寄
せ合って、新しい時代への変貌を遂げる良き場となると思っておりますので、是非ともご
参加くださいますようご案内申しあげます。

Tennis Innovation
−テニス事業の再生・革新−

東京都テニス事業協会

