
 
【セミナー・講演内容のご案内】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION  

2014 
 

START NOVEMBER 24, 2014 in TOKYO 
at 10:00AM 

 
 

講演・セミナー内容の詳細が 
決定いたしました！ 

皆様のご参加心よりお待ちいたしております。 
 
 
 
 

Supported by 
 

 
 
   
 

 

 



 

JPTA CONVENTION 2014 プログラムのご案内 

 
【１日目】平成 26 年 11 月 24 日（月・祝）東京マリオットホテル 

  9：00 ～ 受付開始 

10：00  開会の挨拶 佐藤理事長 ご挨拶 今後の方針について 

10：10 
 
 
 
 
12：00 

＜＜資資質質向向上上セセミミナナーー＞＞    

  日日本本ペペッッププトトーークク普普及及協協会会  会会長長  岩岩﨑﨑  由由純純（（いいわわささききよよししずずみみ））氏氏  
  

  『『ペペッッププトトーークク』』～～短短いい、、分分かかりりややすすいい一一言言がが、、ひひととののややるる気気とと可可能能性性をを引引きき出出すす～～  
  なでしこジャパン佐々木監督が女子ワールドカップ決勝 PK 戦を前にした選手たちに送った一言。 
 「思いっきり愉しんでこい！」 こんな一言をかけてもらえたら、そしてあなたがかけてあげられたら、 
  どんなにすてきでしょうか。ペップトークとは、あなたが応援したい人を勇気づける言葉がけの技術です。 

休  憩 （1 時間） 
13：00  
 
 
 
 
 
15：00 

＜＜基基調調講講演演＞＞  

  ロロンンドドンンオオリリンンピピッックク水水泳泳日日本本代代表表ココーーチチ  久久世世  由由美美子子（（くくぜぜゆゆみみここ））氏氏  
  

    『『夢夢をを夢夢でで終終わわららせせなないい競競泳泳人人生生』』  
      ・松田丈志との 24 年間の夢で終わらせない自分の頑張り 
      ・24 年目の集大成に向けてのロンドンオリンピックの結果  
      ・3 大会目のロンドンオリンピック夢に届かなかった悔しさ 
      ・これまでの財産を力に変えてほしい松田への思い 
   ・これからの新たな夢に向かうコーチ人生 

休  憩 （15 分） 
15：15 
 
 
 
 
 
16：15 

＜＜ゲゲスストト講講演演＞＞ 

  米米国国ププロロテテニニスス協協会会  会会長長  TToomm  MMccGGrraaww（（トトムム・・ママッッググロローー））氏氏  
      １１））UUSSPPTTAA のの概概況況・・・・・・そそのの姿姿とと取取りり組組みみ  
    ２２））戦戦略略ププラランン・・・・・・ロローードドママッッププとと 55 本本のの柱柱  
     a) 財務体質強化              d) 他団体との提携強化 
     b) 会員数の拡大                     e) より多様で包括的な組織の構築 
         c) 教育とライセンス認可基準の質的向上 
    ３３））今今後後にに向向けけたた新新たたなな構構想想  

休  憩 （15 分） 
16：30 
 
 
 
 
 
17：30  

＜＜特特別別講講演演＞＞    

 森森トトララスストト株株式式会会社社  代代表表取取締締役役社社長長  森森  章章（（ももりりああききらら））氏氏  
  『『森森トトララスストトのの会会社社経経営営とと日日本本文文化化論論』』  
   都心一等地や主要リゾート地を中心に不動産事業・ホテル＆リゾート事業・投資事業を展開する 
   森トラストグループの事業を紹介するとともに、日本文化論を通じて日本人の特性について語る。 

テスターMTG  
全国の JPTA テスターが集合し、プロテストの確認と今後の方向性についての意見交換をします。 

休  憩 （30 分） 
18：00  
 
20：00 

＜＜懇懇親親パパーーテティィーー＞＞ 
  平平成成 2255 年年度度協協会会賞賞表表彰彰式式 
  司司会会進進行行：：TTBBSS アアナナウウンンササーー  石石井井  大大裕裕（（いいししいい  ととももひひろろ））氏氏 
                             ※ドレスコード：スマートカジュアル（男性ジャケット着用）  



 

 
【２日目】平成 26 年 11 月 25 日（火）高輪テニスセンター ※屋内 2 面使用 

  ＜オンコートセミナー＞ 
 ９：30～ 受付開始 

10：00 開会の挨拶 
10：10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12：00 

＜＜資資質質向向上上セセミミナナーー＞＞  

  公公益益財財団団法法人人日日本本体体育育協協会会公公認認アアススレレテティィッッククトトレレーーナナーー    
  日日本本オオリリンンピピッックク委委員員会会強強化化ススタタッッフフ  金金子子  和和宏宏（（かかねねここかかずずひひろろ））氏氏  
  

  『テテニニススににおおけけるるアアススレレテティィッッククトトレレーーナナーーのの関関わわりり』』  
      ・テニスにおける機能性動作の重要性 
         人人間間のの各各関関節節ににはは役役割割ががあありり、、そそれれぞぞれれがが協協力力ししああっってて動動くくここととでで効効率率良良くく運運動動がが行行ええるる。。 
    ・テニスにおける外傷と障害 
            動動作作ののエエララーーにによよるるテテニニススににおおけけるる怪怪我我のの発発生生原原因因のの紹紹介介。。  

    ・機能性動作のテスト方法 
                  怪怪我我ををささせせなないいたためめののフファァンンククシショョナナルルテテスストトのの方方法法。。  

    ・機能性動作の獲得のエクササイズ 
                  怪怪我我ををせせずずにに機機能能的的にに身身体体がが動動くくよよううににすするるたためめののエエククササササイイズズのの実実際際。。  

休  憩 （1 時間） 
13：00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16：00 

＜＜資資質質向向上上セセミミナナーー＞＞  

  公公益益財財団団法法人人日日本本テテニニスス協協会会  ナナシショョナナルルチチーームム男男子子ヘヘッッドドココーーチチ  
  日日本本オオリリンンピピッックク委委員員会会強強化化ススタタッッフフ  増増田田  健健太太郎郎（（まますすだだけけんんたたろろうう））氏氏  
  

 『『日日本本男男子子のの飛飛躍躍ににつついいてて』』  
      日日本本ののテテニニススとと世世界界ののテテニニススのの違違いいととはは？？  
    １、環境面の違い 
    ２、指導面での考え方 
        現現場場ででのの指指導導方方法法  
    １、世界で通用する為に必要な技術、その練習方法の紹介 
    ２、フィジカル面の強化 
    ３、メンタル面の強化（意識の持ち方、考え方等）                                                    
      実際行われて来た内容を詳細に伝え、男子選手のランキングが向上して来た理由をお伝え致します。                        

 ～17：00 セミナー／協会活動質疑応答（全般）／閉会の挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
   ※スケジュール、講演内容は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
 
 
 

 

 

※オンコートセミナー注意事項※ 
  ・時間厳守 
  ・コート内は、必ずテニスシューズの着用をお願いいたします。（会場コート：人工芝） 
  ・昼食の準備はございません。 
  ・貴重品、手回り品の管理は、ご自身でお願いいたします。 



 

 
【開催日】 平成 26 年 11 月 24 日（月・祝）～ 25 日（火） 
【会 場】 1 日目：東京マリオットホテル「ゴテンヤマボールルーム」 
     〒140-0001 東京都品川区北品川４丁目７番３６号 
 2 日目：高輪テニスセンター 
     〒108-0074 東京都港区高輪４丁目１０番３０号 
 ※アクセス詳細は、最終頁をご確認ください。 
【定 員】 ２５０名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。ご了承ください。 

 

【参加費／ポイント】  
参加プラン 会員価格 一般価格 

JPTA 
ポイント 

日体協資格 
保有者ﾎﾟｲﾝﾄ 

JTA 
研修ﾎﾟｲﾝﾄ 

A 24 日・25 日通し 18,000 円 22,000 円 8Ｐ 6Ｐ 4P 

B 24 日通し（パーティーを含む） 13,000 円 16,000 円 4Ｐ 3Ｐ 2P 

B1 24 日講演・セミナーのみ 8,000 円 10,000 円 4Ｐ 3Ｐ 2P 

B2 24 日パーティーのみ 9,000 円 10,000 円    

C 24 日パーティー・25 日 13,000 円 16,000 円 4Ｐ 3Ｐ 2P 

D 25 日のみ通し 8,000 円 10,000 円 4Ｐ 3Ｐ ２P 

    
【ポイントについての注意事項】 
 ■ 日本体育協会資格保有者ポイントについて 
   JPTA 経由で日本体育協会資格を保有されている方へのポイント適用は、1 日 3 ポイント 
     となります。 

■ JTA ポイントについて 
  JTA 経由で日本体育協会資格を保有されている方へのポイント適用は、JTA 研修ポイン 

     ト 1 日２ポイントとなります。 
 ■ コンベンション参加後のレポート提出もポイント対象となります。（１P） 

■ パーティーのみの出席は、ポイント対象外です。 
 
   【申込方法】 
     「コンベンション参加申込書」に必要事項をご記入の上、事務局までお申込みください。 
    FAX にてお申し込みの際は、白紙の場合がございますので、お手数ですが FAX 受信確認を 
    事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 
    JPTA ホームページよりコンベンション申込フォームからもお申込いただけます。 
    ※フォーム申込は、8 月 1 日より受付開始 
 
 
 

JPTA コンベンション 2014  
～ 開催要項／参加申し込みについて ～ 

http://www.jpta.or.jp/jpta-convention-2014_member/


 
【キャンセルについて】 
 お申し込み後のキャンセルは、下記の通りとさせていただきます。 
 キャンセル方法は、事務局までお電話いただくか、メールにてキャンセルの旨ご連絡ください。  
 ※尚、メールでのキャンセルは、受信時間をもってご対応させていただきます。ご了承ください。 

 
キャンセル申請／ご連絡 ご返金 

11 月 19 日（水）18：00 まで 後日全額ご返金 
11 月 21 日（金）18：00 まで 参加費の 50％ご返金 
11 月 21 日（金）18：00 以降 返金不可 

           ※返金時の振込手数料は、会員様ご負担となります。 
 

事務局 TEL：03-5791-1965  メールアドレス：cv2014@jpta.or.jp 
 

【お支払方法】 
 申込書送信後、指定口座までお振込いただきますようお願いいたします。 

なお、お振込の際は、申込書に記載の『お振込いただく際のお願い』を必ずご確認ください。 
請求書は、ご希望の方にのみ送付いたします。 
※領収証は、コンベンション当日受付時にお渡しいたします。 

 

【昼食／飲食について】 
 飲料、昼食は、各自ご用意をお願いいたします。 
 1 日目会場マリオット東京にはレストラン等ございますが状況により入店できない場合もございますので、  
 予めご了承願います。御殿山トラストタワー出入り口付近にコンビニエンスストア（ファミリーマート）も 
 ございます。 
 ※徒歩 10 分～15 分圏内 品川駅付近飲食店多数あり 

 

【申込締切】 

  平成 26 年 11 月 17 日（月） 
 

【宿泊先のご案内】※宿泊の手配はいたしておりません。各自ご手配をお願いいたします。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cv2014@jpta.or.jp?subject=JPTAコンベンション：キャンセル申請


 

 
 

東京マリオットホテル 
無料送迎バスのご案内 

《 会場についてのご案内 》 
 
  会 場：東京マリオットホテル 
  住 所：〒140-0001 東京都品川区北品川４丁目７番３６号 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【品川駅発 東京マリオット行】祝日／休日 

9 12   32   52 

10 12   32   52 

11 12   32   52  

12 13 33 53  

13 13 33 53 

14 13 33 53 

15 14 34 54 

16 14 34 54 

17 14 34 54 

18 14 34 54 

19 13 32 52 

    ※ご宿泊の際は、会場にて品川駅行をご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

飲食施設のご案内 
 

・昼食は、各自ご用意をお願い致します。 
・昼食場所のご用意はございません。 
 
1 日目会場内飲食店、その他 

《東京マリオットホテル》  
・ラウンジ＆ダイニング Ｇ 
・ペストリー＆ベーカリーGGCo.（テイクアウトのみ） 
・品川 なだ万雅殿 日本料理 
・なだ万料亭御殿山 懐石料理 

《御殿山トラストタワー》※JPTA 事務局所在地                                   
  地下１階   
  ・ファミリーマート（コンビニエンスストア） 
 
 ※徒歩 10 分～15 分圏内 品川駅付近飲食店多数あり 
  （２日目会場同様） 

 

 

11 月 25 日（火）オンコートセミナー 
高輪テニスセンター 

 

高輪テニスセンター 



 
平成 26 年度ＪＰＴＡコンベンション 参加申込書 

お申込は、ホームページからも受付しております。 
 

申込日 平成    年   月   日 

ふりがな  会員番号 一般（会員以外の方は○印） 

氏 名 
  

一般 

ご連絡先電話番号（日中のご連絡可能な電話番号） 性 別（○印） 

 男性 ・ 女性 

※一般申し込みの場合、もしくは会員の方で、請求書送付が必要な場合のみ下記ご記入ください。 
自宅住所 〒 

自宅ＴＥＬ 自宅ＦＡＸ 

E-mail 勤務先名 

勤務先住所 〒 勤務先ＴＥＬ 

請求書送付先（○印） 請求書・領収証宛名（個人名以外の記載をご希望の方のみ） 

自宅 ・ 勤務先  

                               ※領収証は、コンベンション当日受付時にお渡しいたします。 

【参加プラン】（参加されるプラン記号に○印をつけてください。） 

参加プラン JPTA 会員 一般 

24 日・25 日通し A 18,000 円 GA 22,000 円 

24 日通し（パーティーを含む） B 13,000 円 GB 16,000 円 

24 日講演・セミナーのみ B1 8,000 円 GB1 10,000 円 

24 日パーティーのみ B2 9,000 円 GB2 10,000 円 

24 日パーティー・25 日 C 13,000 円 GC 16,000 円 

25 日のみ通し D 8,000 円 GD 10,000 円 

   ※本年度より JPTA 資格のみ保有のポイント付与数が変更となりました。必ずご確認の上、お申込みください。 
 

【振込口座のご案内】 ※お支払い方法は、振込のみとなっております。 
           ※会員の方は、必ず会員番号をお名前の前にご入力ください。       
 ※個人名での振込をお願いしております。 
       ※振込手数料は、貴殿にてご負担願います。  
 
 

 
お振込期日／申込締切：11 月 17 日（月） 

JPTA 事務局 FAX：03-5791-1966 
  
 ＊ＦＡＸでお申し込みいただく場合は、白紙の場合がございますので、お手数ですが到着確認をお願い申し上げます。 
  ＊コンベンションでは、ホームページのインフォメーションや JPTA ニュース掲載の写真撮影を行います。予め、ご了承ください。 
 ＊当協会はご提供いただいた個人情報を漏洩や不正アクセス等から保護すべく厳重に管理し、再生不能な形式で破棄させていただきます。 

 口 座①  みずほ銀行 渋谷支店 店番 210 普通 番号 518801 
 口 座②  三井住友銀行 五反田支店 店番 653 普通 番号 8425276 
 口 座③  ゆうちょ銀行 〇一八支店 店番 018 普通 番号 6375476 


