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第一期人材育成研究会のご案内
〜自立型人材育成をみんなで探求します！〜
拝啓 時 下 ます ます ご清 栄の こと とお慶び申しあげま す。 平素より本協会へは 種々 ご協力
を賜り厚くお礼申しあげます。
こ の度 、 資格 委員 会で はテ ニス プロデューサー有資 格者 対象に人材育成研究 会を 開催す
ることとなりました。
「業績向上」と「人材育成」は管理職の二大任務と言われています。「業績向上」につい
ては 、す で にほ とん どの 時間 をこ れに費やしていると 思わ れますので、具体的 に何 をした
らいいか今さら迷うことはあまりないと思います。
しかし、「人材育成」については「正直ピンと来ない。具体的に何をしたらいいかよく分
からない。」というのが本音ではないでしょうか。
あ る日 突 然、 社長 から 「そ ろそ ろ次のリーダーを育 てて くれ」と言われるか もし れませ
ん。 その 時 にな って 困ら ない よう に、今から、みんな で、 一緒に、楽しく、自 由闊 達な雰
囲気の中で、「人材育成」のための具体的方法を実践して結果を共有しませんか。
さあ、あなたも明日から人材育成のスペシャリストに変わりますよ、きっと、、、。
つきましては、この機会に是非ともご参加をいただければ幸いです。
末筆になりますが貴殿のますますのご発展をお祈り申しあげます。
敬具
【実施内容】
主

催

公益社団法人日本テニス事業協会

日

時

第１回
第２回
第３回
第４回

2019年９月３日(火)
2019年11月５日(火)
2020年１月14日(火)
2020年３月10日(火)

参加費

全４回
単 発

8,760円（税込）（懇親会費
3,000円＋税／回

定

員

先着15名

会

場

公益社団法人日本テニス事業協会 会議室
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル地下１階

対

象

テニスプロデューサー

進行役

鴻巣

資格委員会

16：00～18：00
16：00～18：00
16：00～18：00
16：00～18：00

敦（ジップテニスアリーナ大宮

＋懇親会
＋懇親会
＋懇親会
＋懇親会

別途／各回4,000円税込／当日現金）

支配人）

【活動の目的】
自由闊達な雰囲気の中で人材育成について個々に「仮説→実行→検証」をして、その結果
をテニスプロデューサーの仲間と共有することで、人材育成の本質を参加者みんなで研究
しょう！！
【第１回 スケジュール】
15：30～16：00
受付
16：00～16：10
開会挨拶 会長より 鴻巣進行役より
16：10～16：30
参加者自己紹介
16：30～17：30
現状分析～行動目標設定
以下について「個々で考える→メモ→発表→全員で共有」
①チームメンバーの現状を教えてください
②チームメンバーの理想的な状態を教えてください
③その実現のためのあなたの自発的、具体的行動は？
17：30～17：50
「行動目標の成果を上げるためには何が必要ですか？」
17：50～18：00
会長講評
18：15～
懇親会
【第２回以降 スケジュール】
15：30～16：00
受付
16：00～16：10
開会挨拶 会長より 鴻巣進行役より
16：10～16：30
参加者自己紹介
16：30～17：30
２ヶ月間行動した結果の発表～目標再設定
以下について「個々で考える→メモ→発表→全員で共有」
①２ヶ月間実行した結果を教えてください
②初参加者は結果発表を聞いた感想を発表してください
③初参加者はチームの現状と理想の状態を発表します
④全員が個々に新たに行動目標を設定します
17：30～17：50
「行動目標の成果を上げるためには何が必要ですか？」
①成果を上げるためにやったことはどうでしたか？
②続けるか、変えるか、再設定します
17：50～18：00
会長講評
18：15～
懇親会
■申込締切

２０１９年８月２７日(火)
※定員になり次第締め切ります。
※単発参加の場合は各開催日１週間前まで。

■申 込 先

公益社団法人日本テニス事業協会 事務局
TEL：03-3346-2007
FAX：03-3343-2047

■申込方法

所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記へ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、参加費
用は締切日までに下記口座にお振り込みをお願いいたします。
懇親会費は別途各回受付時に現金にてお支払いください。
【振込先口座】
銀 行 名：三菱UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.５７４７０９８
口 座 名：公益社団法人日本テニス事業協会 テニスプロデューサー事務局

■キャンセル料

(初回の)２営業日前18:00から１営業日前18:00まで50％、以降より当日は
100％のキャンセル料金を頂戴いたします。（土日祝は休業です）（振込手数料
は参加者負担とします）
（懇親会は各回で上記のキャンセル料を適用します。
）

■ 本研 究会 は テニ スプ ロ デュ ーサ ー資 格更 新要 件 の対象となりますので 登 録番 号 を ご
記 入 下さ い。 (公社 )日 本プ ロテ ニス 協会 資 格者 の方 は (公社)日本プロテ ニス 協会の
研修ポイントを２ポイント取得できますので、登録番号をご記入下さい。

(公社)日本テニス事業協会 事務局 行

ＦＡＸ ０３－３３４３－２０４７

※８／２７(火)までにFAXにてお申し込みください

公益社団法人日本テニス事業協会

資格委員会主催

第一期人材育成研究会のご案内
〜自立型人材育成をみんなで探求します！〜

参加申込用紙
※本研究会はテニスプロデューサー資格更新要件の対象となる研究会です。
登録番号をご記入ください。
※(公社)日本プロテニス協会資格者の方は本研究会において(公社)日本プロテニス協会
の研修ポイントを２ポイント取得できますので、登録番号をご記入ください。

事業所名

FAX

TEL

年令

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名

第１回の
懇親会

役職名

参

加

不参加

メールアドレス

＊有資格者は登録番号をご記入ください。
TP登録番号 〔

研

究

会

〕

JPTA登録番号〔

懇

〕

親

会

全 ４ 回

□参加する

※第1回の懇親会出欠は上記に記入

単発参加 １月14日(火)

□参加する

□参加する

□参加しない

単発参加 ３月10日(火)

□参加する

□参加する

□参加しない

ファクス送付先：公益社団法人日本テニス事業協会
０３−３３４３−２０４７

事務局

＊お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。

