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◆第七回理事会（2022年10月24日）

日時：2022年10月24日（月) 20:00~22：00
参加者：田近、下津浦、安井、神部、北山、國広、松永、関口

【議題】
１） 各委員会・活動報告

【研鑽委員会】
①第三回勉強会（11/6）について進捗状況の報告

・Haveチームが10/25(火）の最終委員会で内容について討議
【広報】

①アクセスログのついて
・300アクセス前後で推移
・再受講者からのレポートを応援メッセージとしてWebに掲載中

②無料再受講
・現状報告（ベーシックは東43期・第4回まで終了、アドバンスは東21期・第3回まで終了）

③会員募集活動
・ベーシック東43期は12月終了時に説明予定、アドバンス東21期は11月終了時に説明予定）
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④コーチング実践会
・10/19（水）対面コーチング実践会実施（参加者8名）

対面コーチングはやはりよい」との声もあり、第二回を11/22（火）に実施予定
➄PHPビジネスコート養成講座説明会（10/21/オンライン・12：00～13：00）
・修了生として下津浦理事が体験談を話した
・申し込み81名、参加者約50名

【事務局】
特になし

【商品開発】
特になし

【会計】
・収支報告（振込2件）
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【マーケティング】
①カンファレンス委員会から活動報告
・9/27(第15回）、10/14（第16回）委員会実施
・活動内容（前回理事会以降で決まったこと）

進捗状況の報告、コーチングセッション募集状況（25名決定）、
PHPの協力範囲

・ビジネスコーチ修了生対象のメルマガの配信はOK
・PHP人材開発メルマガの配信はNG

・理事会確認事項
peatix運用について
⇒リアルとオンラインの2つの枠での販売により料金の変更が生じる（理事承認）

現役生への販売に関して
⇒ベーシック受講者への販売価格については、認定後連盟加入を条件に会員価格
にて販売することとする

広報活動
⇒広報活動が限られてしまっているので、Facebookへ広告を出すことについて検討
カンファテンスの参加者を増やすために各会員の告知と並行して行う（理事会承認）

【次回理事会】

11月7日（月）20：00～ (臨時理事会）
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第8回広報委員会

一般社団法人ビジネスコーチ・チームコーチ連盟 下津浦 剛

2022年10月17日



アクセスログ 2022年9/13-10/12

8/30 33 世古さん映像アップ8/16 アシスタントレポートUP

9/29 応援メッセージUP



アクセスログ 応援メッセージ

https://ntcf.or.jp/message/



• 無料再受講抽選結果

無料再受講枠

# 東/西 ベーシック/アドバンス 期 日目 月日
応募
者数

当選者① 当選者② 当選者③

1 東 ベーシック 43 1 7/22 2 保良 有紀 芦田 純子 神部 健

2 2 7/23 6 保良 有紀 芦田 純子

3 3 8/22 7 芦田 純子 下津浦 剛 神部 健

4 4 9/20 3 田村 あつ子 下出 久子 乙川 みち子

5 5 10/17 4 保良 有紀 下出 久子 乙川 みち子

6 6 11/24 5 保良 有紀 下出 久子 乙川 みち子

7 7 12/23 5 保良 有紀 下出 久子 柴田 賀章

東 アドバンス 21 1 8/19 3 保良 有紀 田村 あつ子 沢田 健一

2 8/20 5 神部 健 保良 有紀 芦田 純子

3 9/21 3 田村 あつ子 乙川 みち子 沢田 健一

4 10/25 3 田村 あつ子 乙川 みち子 沢田 健一

5 11/25 5 田村 あつ子 乙川 みち子 菰生 智子

レポート未提出者の確認



• 集客方法等の検討後、PHPと共有し、実施

会員集客活動

種別 開催場所 期 終了月 備考

ベーシック 東京 42期 6月 田近さんに依頼 ⇒長谷川さん入会

43期 12月 神部説明

京都 40期 6月 田近さんに依頼 ⇒応募無し

41期 12月 開催無し

アドバンス 東京 21期 11月 下津浦説明

京都 20期 5月 田近さんに依頼 ⇒応募無し

チームコーチ 京都 7期 12月 梅本説明

Exコーチ 東京 3期 11月 受講生を確認する

京都 3期 5月



• FBでの告知＆ZOOM準備＆当日の進行

コーチング実践会

# 日程 担当 参加者 人数

第11回 2022年2月9日 下津浦 原田、門脇、石井、乙川、大津、後藤 7名

第12回 2022年3月8日 神部 円城寺、田村、後藤 3名

第13回 2022年4月7日 神部 下出、田畑、門脇 3名

第14回 2022年5月10日 安井 松田、平川、神部、後藤、鴨井、宗田 6名

第15回 2022年6月15日 安井 梅本、神部、門脇、東、田村、山内 6名

第16回 2022年7月28日 安井 石田、渕上、岩下、本田、中川、田村、田畑、後藤、下津浦 9名

第17回 2022年8月24日 安井 本田、永田、加茂、白榮、柳田、門脇、宗田、田村、田畑、後藤、下津浦 11名

第18回 2022年9月29日 神部 渕上、齋藤、中川、石田、永田、髙橋、松田、柳田、キム、長谷川、下出、沢田、入谷 13名

第19回 2022年10月27日 神部

第20回 2022年11月29日

第21回 2022年12月21日

対面第1回 2022年10月19日 下津浦 渕上、中川、永田、田村、乙川、柳田、下出、神部 8名

対面第2回 2022年11月22日 下津浦



PHP説明会（10月21日）

申込：81名
参加：50名ぐらい？



THANK YOU


