
２０１９ テニスサービスセミナー

会　場 ： レックインドアテニススクール上石神井

ＩＮ　ＴＯＫＹＯ
テニスクラブ・スクール管理者指導講習会

２０１９年２月４日 月曜日

２０２０東京パラリンピック公式競技でもある ブラインドサッカーですが、近年今競技を活用した
体験型研修が企業でも取り入れられTV等のメディアでも話題となっています。

皆様ご存じの様に、ブラインドサッカーとは視覚障がいのある選手が目隠しをし、音の出るボール
を使用し５対５で行います。競技中はボールの音と、相手ゴール後ろに居る「ガイド」とよばれる
チームメイトからの情報を頼りにプレーします。そのためチームメイトとのコミュニケーションや

信頼感が重要です。

今セミナーで講演頂く 日本ブラインドサッカー協会では、健常者でもアイマスクで視覚を「 OFF  」
する事で さまざまな体験プログラムを実施しています。 普段 " 見えている " 人たちが " 見えない
装置 " を利用することで たくさんの 【体感】 【気づき】 【再発見】 を享受できると、 既に多くの企業
でも取り入れられています。

今研修でも 十分に安全を考慮し、チームに分かれ アイマスクで視覚を「 OFF 」 し 各種課題や

ブラインドサッカー体験を行うことで、今まで実感し難かった 更なるコニュニケーションや チーム
ワークの重要性を楽しみながら 【体感】 【気づき】 【再発見】 を得られることと存じます。

今セミナー体験を通じて コミュニケーション力 ・ 組織力向上への可能性を感じて頂き、今後の

活動に役立てて頂きたく存じます。

みなさまの参加をお待ち申し上げます。

東京都テニス事業協会

東京都テニス事業協会

ブラインドサッカーから学ぶ
組織力向上のための体験型研修プログラム

「OFF」から再発見



　  　東京都テニス事業協会

　 　２０１９ テニスサービスセミナー　ｉn　Tokyo 

■主　　催 ： 東京都テニス事業協会／公益社団法人日本テニス事業協会

■主　　管 ： 東京都テニス事業協会研修委員会

■運　　営 ： ２０１９ テニスサービスセミナーin Tokyo 実行委員会

■日　　時 ： 平成３１年２月４日(月) 　受付開始 １３：００　 　開始時間 １３：３０

■会　　場 ： レックインドアテニススクール上石神井

東京都練馬区上石神井４－１１－９

電話：０３-５９２７－０９０９

【会場のアクセス方法は、最終ページを参照して下さい。】

■内　　容 ： 講　　　演 日本ブラインドサッカー協会 寺西一選手、原田亮様

【実践】 １５０分 【懇親会】 90分

■対　　象 ： 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

■募集人数 ： ３０名

■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ポイント取得

④テニスプロデューサー（ＪＴＩＡ）更新ポイントの取得が出来ます。
申込書に資格種類と登録No.をご記入下さい。

■参加費用 ： ①東京都テニス事業協会 加盟会員 お一人様／３，０００円
②日本テニス事業協会 加盟会員 お一人様／４，０００円
③両協会非加盟会員 並び その他 お一人様／５，０００円
※懇親会御参加の方は当日別途 ２，０００円 頂戴致します。

■申込締切 ： 平成３１年１月２７日（月） 申込締切日は厳守をお願いします。

■申 込 先 ： 東京都テニス事業協会事務局

〒157-0071 東京都世田谷区千歳台2-14-7　コスモテニスカレッヂ内

TEL：03-5429-8660　 FAX：03-3484-0721

■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

お申込下さい。

■振 込 先 ： 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　成城支店

口座番号 ：普通口座  No.０２３４３０１

口座名 ：東京都テニス事業協会　事務局

　　　　  　　　　開　催　要　項　　　　　　　

－テニスクラブ・スクール管理者指導者講習会－

ブラインドサッカーを活用した体験型コミュニケーション学習

～b組織力向上のための体験型研修プログラム～
「OFF」から再発見



■内容 (予定)

時間 会場 研修内容
13:00 受付開始

13:30 ｲﾝﾄﾞｱｺｰﾄ 体験開始 日本ブラインドサッカー協会

男子日本代表強化指定選手　寺西一、スタッフ　原田亮

前半：ブラインドサッカーを活用したコミュニケーション実習

フレンドシップ（仲間づくり・交流の場の提供）

ディシプリン（集団の中での規律ある行動の習得）

アイデンティフィケーション（個性を伸ばし尊重する）

14:30 休憩開始

14:40 ｲﾝﾄﾞｱｺｰﾄ 休憩終了

後半：ブラインドサッカーを活用したチームビルディング実習と振り返り

クールダウン

15:30 体験終了／振り返り

15:45 振り返り終了／最後のまとめ

16:20 博多屋 懇親会開始
※別紙にて
　 ご案内

17:50 懇親会終了

※ 上記研修及び講演内容は、今後の打ち合わせにより変更も有ります。

■当日の注意事項

○ 講演中は椅子と机のご用意がありません。オムニコート上に座っての講演になります。

○ 実演講習時には運動しやすい服装・テニスシューズ等の運動靴をご用意下さい。

○ 実演中は汗をかきます。お着替えと水分補給をお忘れ無いよう願います。

○ 写真・動画撮影は ご遠慮下さい。

1. ブラインドサッカーとは／選手による実演

2. アイマスクをして様々な体験をしてみよう

アイマスクをして歩いてみる
アイマスクをしてボールを蹴ってみる
アイマスクをして分かれてみる

1 アイマスクをしてチーム対抗戦をしてみよう

アイマスクをした仲間がどうやったら勇気を持って動けるか考えてみよう

アイマスクをした仲間がどうやったら正確に蹴れるか考えてみよう



講師プロフィール

２０１９ テニスサービスセミナー



事業所名 東京都テニス事業協会 加盟会員

（会社名） 日本テニス事業協会 加盟会員

両協会非加盟会員・その他

所在地 〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

振込人名

フリガナ

氏　名

会員制クラブ経営者 会員制クラブ支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 会員制クラブコーチ

スクール経営者 スクール支配人・マネージャー スクールコーチ

フロントスタッフ メーカー その他

ＴＥＬ

自宅住所 〒

フリガナ

氏　名

会員制クラブ経営者 会員制クラブ支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 会員制クラブコーチ

スクール経営者 スクール支配人・マネージャー スクールコーチ

フロントスタッフ メーカー その他

ＴＥＬ

自宅住所 〒

参加者アンケート※セミナーに対しご質問がありましたらご記入願います。

東京都テニス事業協会事務局 FAX  03-3484-0721
コスモテニスカレッヂ内

ファックス送付先：

役職

資格

登録

参加

2

ＪＴＡ ＪＰＴＡ

懇親会 参加

1

登録 ＪＴＡ

役職

ＪＰＴＡ

東京都テニス事業協会

2019 テニスサービスセミナー in　TOKYO　

　　　　年　　月　　日生生年月日

男 ・ 女

テニスクラブ・スクール管理者指導講習会

＜参加申込書＞

ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

資格

登録番号

生年月日

不参加

登録番号

不参加

　　　　年　　月　　日生

懇親会

男 ・ 女

ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ



○セミナー会場（レックインドアテニススクール上石神井）

　　  「西武新宿」駅より急行電車で約１５分。「高田馬場」駅より約１４分です。

　■お車利用

○懇親会会場（博多屋 上石神井店）
　　 開始時間 １６：２０～１７：２０

参加費　　　 ２，０００円 当日頂戴します。

　 　アクセス  レックインドア から 上石神井駅までの間 徒歩 ３分

住所 練馬区上石神井1-12-13 ホワイトシャイン 1F

ＴＥＬ 03-3929-7002

　  　※車でご来場の方はなるべく複数名でお乗り合わせでご来場下さい。

　■電車利用

  　　西武新宿線 「上石神井」駅下車　徒歩 ５分 　東京グリーンテニスクラブ隣り

　　  専用駐車場をご利用下さい。ナビをご使用の場合は、住所「練馬区上石神井4-11-9」又は
 　  「東京グリーンテニスクラブ」を目的地に設定して下さい。

会 場 ア ク セ ス ガ イ ド

博多屋


