TOPGUN PROJECT 2013
２０１３年１０月２１日（月）〜２２日（火）
メルパルク東京

今こそテニス事業に情熱を！
テニス事業をする目的は何でしょうか？
もちろん、お金を稼いで、自分や家族の生活を成り立たせることが大きな理由です。
しかし、それだけで本当に楽しいのでしょうか？
世の中には、仕事がお金を稼ぐ手段ではなく、仕事そのものを楽しんでいる人がい
ます。
このような人は、イチロー選手や楽天の三木谷社長のように、一生遊んで暮らせ
るだけのお金を稼いだ後も仕事を辞めません。そのような有名人ではなくても、周
りに１人は休みも取らずに楽しそうに毎日、仕事をしている人がいるはずです。
仕事に情熱を傾けることができる人は、自分の努力が周りや世の中を変えているこ
とを実感しています。
そして、そのことが多くの人に喜びや感動を与えることを分かっています。その
人たちが与えてくれる感謝の言葉がお金以上に価値があることを心から感じていま
す。
今回のトップガンプロジェクトは、テニス事業が与えることのできる喜びや感動
をもう一度、考えるきっかけになって欲しいという思いで企画させていただきまし
た。一人でも多くの方にご参加をいただけると嬉しいです。皆様のご参加をお待ち
しています。

" TOPGUN PROJECT 2013 "
開 催 要 項
■名

称：経営勉強会 TOPGUN PROJECT 2013

■開催組織：主
主
後
協
運

催：公益社団法人日本テニス事業協会
管：公益社団法人日本テニス事業協会研修委員会
援：公益社団法人日本プロテニス協会（予定）
賛：サントリーフーズ株式会社
営：TOPGUN PROJECT 実行委員会

■会

場：メルパルク東京
〒105-8582 東京都港区芝公園2-5-20
TEL 03-3433-7210
【ＪＲ・モノレール浜松町下車徒歩８分、地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩２分
地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車徒歩４分】

■期

日：平成２５年１０月２１日（月）～２２日（火）

■対

象：全国各地のテニス事業従事者及び業界関係者
１．クラブオーナー・マネージャー・コーチ・フロント等
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント等
３．テニス関連事業従事者

■定

員：１日目－１５０名

（先着順にて締切）

■参加費用：１＆２日目参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
１日目のみ参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
２日目のみ参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
宿泊：

２日目－１００名

（先着順にて締切）

23,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
18,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
33,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
17,000円（昼食、懇親会費を含む）
12,000円（昼食、懇親会費を含む）
27,000円（昼食、懇親会費を含む）
12,000円（昼食を含む）
8,000円（昼食を含む）
22,000円（昼食を含む）

メルパルク東京 9,500円（シングルルーム、１泊朝食付・税・サ込み）
（先着20名、希望の方は申込書にご記入下さい）

■キャンセル料：当日100％、１営業日前50％のキャンセル料金を頂戴いたします。
※２営業日前まではキャンセル料は発生しません。（返金手数料は参加者負担とします。）

■ポイント：公益財団法人日本体育協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、
③教師）は本セミナーおいて、JTAならびにJPTAの研修ポイントを１日につき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２５年１０月１５日（火）
■申 込 先：公益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 小田急明治安田生命ビル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、上記申込先まで郵送又は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、参加費用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.５４４８９３８
口 座 名：公益社団法人日本テニス事業協会 研修会事務局
ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾆｽｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ ｹﾝｼｭｳｶｲｼﾞﾑｷｮｸ

テーマ／
時

今こそテニス事業に情熱を！

間

会場

平成２５年１０月２１日（月）
内

9:30～10:00

瑞雲

受付

10:00～10:10

瑞雲

開会挨拶

10:10～12:10

瑞雲

講 師：感動プロデューサー 平野 秀典氏
テーマ：
「お客様を引きつける感動を作り出す」
一部上場企業のビジネスマンの傍ら、「演劇」の舞台俳優として10年間活
動。その経験からビジネスと演劇の関連性に気づき、独自の感動創造手法
を開発。二足の草鞋で勤務していた企業の劇的なＶ字回復に貢献する。
独立後は、日本で唯一の感動プロデューサー®として、規模や業種を超え
た様々な企業へ、講演（公演）・指導を行い、双方向で感動を生み出す「感
動3.0」の世界についてお話しいただきます。

基調講演

メルパルク東京

容

５F

大久保会長

推薦図書：
「GIFTの法則」「感動3.0」「人を幸せにする話し方」／平野秀典著
12:10～13:10

瑞雲

昼食（お弁当）

13:10～14:10

瑞雲

講 師：スポーツゾーンジップテニスアリーナ 代表取締役 矢沢 直樹氏
テーマ：
「業界の外から見ると。。。中小企業がテニス事業に取り組む利点とは？」
『テニス事業者として創業から25年が経ちました。その間指定管理事業や
飲食業、ゴルフ練習場、リラクゼーションと色々な業種に取り組み現在に
いたっています。そのような経験から「テニス事業を外側から見たら、
、、
私たちの業界は他の事業者からはどのように映るのか？」また「テニス事
業は他の事業に比べてどのような強みを持っているのか」などを経験から
得たものを中心にお話しいただきます。自分たちも気づいていなかった意
外な強みを知ると、テニス事業のこの先はもっと明るくなるかも？？』

瑞雲

講 師：オールサムズテニスクラブ 代表取締役 大関 勝典氏
テーマ：
「一介のコーチから素人経営者に」
テニスコーチ歴25年、その後経営者となり15年、情熱を持って今日までや
ってまいりました。本日はその間コーチとして学んだこと、経営者となっ
て学んだことで、みなさんに多少有益な内容のものをご紹介したいと思い
ます。また過去行なってきたこと、現在行なっていること、そしてこれか
ら行なっていこうと考えていることをお話しいただきます。

瑞雲

講 師：香里グリーンテニスクラブ 支配人 上出 広生氏
テーマ：
「こんなに楽しいテニスを多くの皆様にお伝えしたい！」
お客様もスタッフもテニスをして幸せになっていただきたい！という想い
で取り組んできた２８年間の試行錯誤の中で、今後の運営に役立つヒント
をお話しいただきます。

瑞雲

講

孔雀

懇親会

事例紹介

14:20～15:20
事例紹介

15:30～16:30
事例紹介

16:40～17:40
事例紹介

18:00～19:30

師：フロント部会

部会長 杉山利昌氏
副部会長 矢口宏美氏、浜田佳菜氏、大園久美子氏
テーマ：
「フロントが変わればスクールが変わる！」
フロント部会の６年間を振り返り、事例紹介を交えながらフロントがどれ
だけ重要なのか！についてお話しいただきます。
４F

平成２５年１０月２２日（火）
時

間

会場

内

9:30～10:00

瑞雲

受付

10:00～12:00

瑞雲

講 師：すごい会議 認定コーチ （株）ピグマ 太田 智文氏
テーマ：「経営幹部の意識が変わる。行動が変わる。
・・・会議が変わると会社が変わる。」
詳細
◯目標を立て計画を策定するが、なかなか達成してない。
◯幹部の意識がなかなか変わらないと感じる。
◯スタッフが目標に対して、自ら前向きに取り組む姿勢がなかなか見られない。
◯同じ問題が起き続け、なかなか前に進まない。
そんな悩みを解決するお手伝いをする１日とします。

ワークショップ

裏面へ

メルパルク東京

容

５F

今回は研修ではなく、実際のビジネスで成果をあげるための時間となることを
目的にします。
＜午前中＞
・準備として、会議が効果的に運用される約束事と
参加者の意見が自然と出てくるやり方を体験いただきます。
・実際の問題の棚卸しを通じて、自然と人がやる気になるやり方と
”人のせい”から”自分でなんとかする”モードに変わるやり方を実践します。
・言えない真実という問題がすべての組織に存在します。
飲み屋ではなく会議室の場で言えない問題を棚卸しするやり方を実践します。
12:00～13:00

瑞雲

昼食（お弁当）

13:00～17:00

瑞雲

＜午後＞
・目標はすべての組織に存在します。では効果的な目標の立て方とは？
効果的な目標の立て方を実践し、実際に目標をたてます。
・午前中に棚卸しした問題の中で、目標を達成するのに障害となる
問題は何かを精査し、何が問題か？を明らかにする。
・問題解決の仕組みを持っている組織は高い成果をあげます。
効果的な問題解決のやり方を、参加者同士の体験や視点を共有しながら
実践します。

ワークショップ

＜最後に＞
・自社に持ち帰ってどう進めるのか、どんなメンバーで話し合うのが効果的か？
を具体的にし、明日以降につなげます。
※以下の推薦図書並びに（株）ピグマHPを事前にご参照いただきますと当日の研修内容
が理解し易くなります。
推薦図書：
「すごい会議」- 短期間で会社が劇的に変わる！／大橋 禅太郎著
株式会社ピグマのホームページ http://www.pygma.co.jp/
17:00～17:10

瑞雲

閉会

中山研修委員長

＊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。

