
JAFA FITNESS
運動指導が専門ではないけれど、運動指導が必要な方。
誰でもできる簡単で楽しい運動指導がしたい方。

主な内容 �①ウォーキングの科学　②ウォームアップとクールダウン　③ウォーキング実技指導のポイント
④フォームチェック　　⑤フィットネスウオーキングの実習　等

資格取得に際しての
注意

�本講習会に参加して『フィットネスウオーキングインストラクター』の資格取得を希望される場合は、別途登録費5,000円（初年度）、
年継続登録費（年会費）7,000円が必要となります。

■�FW-12を受講の上、フィットネスウオーキングインストラクターの資格を取得するためには、以下のいずれかの運動・健康
づくり系の資格を取得している事が条件となります。
・健康運動指導士
・健康運動実践指導者
・JAFA／ADI
・JAFA／AQUA
・ACSM／HFS

・AFAA／PIC
・保健体育科の教員（教育免許証保有者）
・体育指導委員（各都道府県教育委員会）
・スポーツプログラマー１種
・トレーニング指導士（日本体育施設協会）

・少年スポーツ指導者
・アスレティックトレーナー
・運動実践担当者（中央労働災害防止協会）
・運動指導担当者（中央労働災害防止協会）
・地域スポーツ指導者

申込用紙

2012年6月30日（土）〜7月2日（月）
会場：江東区有明スポーツセンター

指導の幅を拡げ、そして極める。
資格を更新して、もっと磨く。
新しい資格で、新しい出会いを切り開く。
“道”
指導者としての自信を確かなものに…道は広がり、
そして続く…

フィットネスダンス普及員養成講座

6月30日（土）13：30～17：30

フィットネスダンス普及員養成講座
この講座は、運動指導経験のない方や浅い方でもご参加いただけます。フィットネスダンスは、高齢者の機能向上や生活習慣病
の予防・改善が期待でき、サークル指導や特定保健指導にも活用できます。もちろん日頃の指導に役立つポイントが満載です。受
講者の皆さんへ普及員証を授与しますので、フィットネスダンス普及員としてどんどん広めてください。テキストとして『フィットネ
スダンス指導教本』（JAFA刊）を使用します。お持ちでない方は当日会場にてお求めください。本講座の受講者に限りお一人様1
冊、特別価格2,000円（税込）にてご購入いただけますので、ご購入の際に受講票をご提示ください。
（定価2,800円・JAFA会員2,400円※税込／事前に購入される場合は、別途発送手数料600円）

FF-1

～日本の楽曲を使った集団指導を４時間で学ぶ！～

運動の基本であるウォーキング指導を詳しく学び、FWI資格を取得して、普段の運動指導に
加え今後の指導の幅を拡げたい方。

こんな方に
オススメ

フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会資格取
得！！

（社）日本ウオーキング協会公認のフィットネスウオーキング
インストラクター資格の取得を目指す講座です！

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

FF 240分 7,000円 5,000円 1.0 3.0 4.0 2.0

7月1日（日）13：00～19：30　

多くの方が、健康の保持増進を目的にウォーキングを実践しています。しかし、健康の保持増進に有効なウォーキングの実践方法
を指導できる人材は全国的に不足し、ウォーキングの科学的根拠に基づいた指導が伝達されていないのが現状です。この養成講
習会は、㈳日本ウオーキング協会公認のフィットネスウオーキングインストラクター（FWI）資格取得を目的に、ウォーキング指導
に必要な知識・技術を総括的かつ実践的に学んでいただきます。これから始めたい運動として人気が高いウォーキング。ウォーキ
ング教室を開催できるノウハウが満載です。この機会に是非指導法をマスターして下さい。

FW-12

�受講者は『ひばりエクササイズ』のCDとDVDを特別価格で購入いただけます。（会場での限定販売です）
ひばりエクササイズDVD/2,500円（定価4,000円）
ひばりエクササイズCD��/1,500円（定価2,000円）※ともに税込

特  典

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

FW 360分 14,000円 12,000円 2.0 4.0 6.0 3.0

フリガナ JAFA会員 No. ADI No. JAFA AQUA No. 予約受付 No.
氏　名

西暦　　　  年　　　月　　　日　生 （ 男 ・ 女 ）

運動指導士 No. 実践指導者 No. その他 運動指導歴
年　　　　ヶ月

住　所 TEL 携帯TEL
〒

勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 領収書宛名（必要な方のみ）
〒

■お申し込み講座（○で囲んでください）
　FF  -  1 　　W  -  5 　　W  -  9　　 SK  - 13
　W  -  2 　　W  -  6 　　W  - 10 　  SK  - 14 
　W  -  3 　　W  -  7 　　TK - 11 
　W  -  4 　　W  -  8 　　FW - 12 

■参加費
　FF　　　　× 　１　クラス＝　　　　　　円
　W　　　　 × （　　）クラス＝　　　　　　円　受講金額総計
　TK　　　　× 　１　セット＝　　　　　　円　
　FW　　　　× 　１　クラス＝　　　　　　円
　SK　　　　× （　　）クラス＝　　　　　　円　　　　　　　　　円

●今回のJAFA主催セミナーをどちらでお知りになりましたか？�
　□DM　□JAFA機関誌　□JAFAホームページ　□他団体機関誌　団体名（　　　　　　　　　　　）
　□他団体ホームページ　団体名（　　　　　　　　　　　）　□知人（会社）の紹介　□開催場所等での設置パンフレット
●今回のJAFA主催セミナーは、何回目のご参加ですか？�　□初参加　□2回目　□３〜 5回目　□6回目以上
●現在のご職業をお答えください。 　
　□フリーインストラクター、トレーナー　□企業所属インストラクター、トレーナー　□自治体関係者　□医療従事者　□一般愛好者
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●今回のJAFA主催セミナーにご参加いただく目的・動機をお答えください。
　□単位取得のため　□受講したい講師がいる　□指導のテーマとしている講座がある　□会社・知人のすすめ
●JAFAへの入会はお考えですか？�　□入会している　□入会を検討したい　□入会するつもりはない　□知らなかった
●愛読されている情報誌は？�□ヘルスネットワーク（JAFA機関誌）  □NEXT　□フィットネスジャーナル　□AFCプレス　□その他（　　　　　）
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□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。（申込用紙の上の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください）

キ リ ト リ

8月5日（日）　会場：新宿区立新宿スポーツセンター

JAFA FITNESS学

2012年JAFAから新しいスタイルの講習会の提案。
一つのカテゴリーを集中的に学ぶ
“JAFA�FITNESS�学 ～MANABI～”

じっくり学び、しっかり身につけ、徹底的に学ぶ。
そんな環境を提供します。

～MANABI～

道道
～ MICHI ～～ MICHI ～

●ボールセミナー 〈ボールを極める〉
●エアロビクススキルアップセミナー 〈JAFA資格更新〉
●健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会 〈資格更新〉
●フィットネスダンス普及員養成講座 〈指導ジャンル開拓〉
●フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 〈新資格取得〉
主　　催：公益社団法人日本フィットネス協会
後　　援：公益財団法人健康体力づくり事業財団　健康日本21推進全国連絡協議会
協　　賛：株式会社ギムニク
企画協力：NPO法人日本Gボール協会
協　　力：一般社団法人日本マタニティフィットネス協会　江東区有明スポーツセンター

フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 講師：倉方てる美
日本ウオーキング協会��主任指導員

こんな方に
オススメ

指導ジャ
ンル開拓

講師：藤田麻里／斉藤友希
JAFA／ADD JAFA／ADD

招聘講師：�阿部�良仁
� 有吉�与志恵
� 石井�千恵
� 井上�トキ子
� 高　�順姫
� 山田�良二



こんな方に
オススメ

江東区有明スポーツセンター会場全景

会場のご案内 ※お問い合わせはすべてJAFAセミナー事務局� ®0120-987-939まで
※JAFAセミナー開催中連絡先　090-8645-7844

1.参加クラスを決めた後、電話でお申込みください。

○受付開始：5月8日（火）
　JAFAセミナー事務局　� ®0120-987-939
　電話番号はお間違えのないようご注意ください。
○受付時間：10：00〜16：30（土、日、祭日は休み）
　予約受付番号をお伝えいたします。※定員になり次第締切ります。
※�JAFA会員・ADI資格をお持ちの方には、登録番号をお尋ねいたしますので、事
前にご確認ください。

2.電話予約後5日以内に参加申込用紙をお送りください。
�このパンフレットの「参加申込用紙」に必要事項をもれなく記入し、下記
宛に郵送、またはFAXにてご送付ください。

　公益社団法人 日本フィットネス協会「JAFA FITNESSセミナー」事務局
　〒113-0033　東京都文京区本郷2-8-3　天野ビル4F

　　　　　　　　FAX：03-3818-6935

3.電話予約後5日以内に参加費をお振込みください。
※振込み手数料はご負担ください。
※振込みの際、氏名の前に予約受付番号を入れてください。
三井住友銀行　神田支店　当座：No.262856
口座名：（社）日本フィットネス協会
※�企業名、団体名で振込む場合は、協会まで事前にご連絡ください。
※ 上記期限を過ぎますと、キャンセルとさせていただく場合がありますの

で、ご注意ください。
※�参加費のお振込み後にキャンセルされても、ご返金はいたしかねますの
でご了承ください。

4.受付終了：2012年6月22日（金）

5. 受講チケットは、6月上旬より順次発送いたします。当日必ずご持参ください。
チケットは、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

会場のご利用について
●�会場は内履きが必要です。また、身体を冷やさないための上着をご持参ください。
●�講座によってマットが不足する場合があります。ヨーガマットをお持ちの方は、ご持
参いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

●�ドライヤーのお持ち込みはご遠慮ください。
写真・ビデオの撮影について

JAFA主催講習会では、写真ならびにビデオ撮影を固くお断りしています。ただ
し、主催者（JAFA事務局）と、主催者が許諾した場合は、撮影ができます。その写
真や映像は、JAFAの広報・広告等に使用されることがありますので、予めご了承く
ださい。

個人情報の取扱いについて
参加申込用紙に記載されたお客様の個人情報は、公益社団法人�日本フィットネス

協会内で、厳重に管理いたします。
お客様の個人情報は、受講票の発送などの事務処理に使用するほか、統計処理に

より今後の研修会等の参考とさせていただきます。なお、今後DM等で研修会等の
催し・その他の告知をさせていただくことがあります。
今後、DM等の告知を希望されない場合は、参加申込用紙の末尾に記載されている

「□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。」という
文言の□欄にレ印を入れてください。

　フィットネスエクササイズの普及と発展を目的としてフィットネスという言葉
が出始めた創生期より「運動生理学者」や「ダンスエキスパート」らとともに指導
法の確立、テキストの刊行、インストラクター資格の発行などを通じて常に様々
な分野、多岐にわたる専門家、団体とのつながりをもつJAFAは業界屈指のネッ
トワークを持ち、公的機関からも長年の実績を認められています。
　多種多様なプログラムに対応しなければならないフィットネス指導者だから
こそ、JAFAに所属し息の長いインストラクター・トレーナーとして活動・活躍
をし続け「健康づくり」に貢献していきましょう！！
※JAFA認定資格を有さなくても会員になることはできます。
★会員特典もさまざま！詳細はHPをご覧ください。
今すぐお申し込みで、JAFA主催セミナー会員料金で受講可（今回同時入会よ
り適用）

公益社団法人 日本フィットネス協会（=JAFA）  正会員募集中!

JAFAスキルアップセミナー
JAFA／ADIの資格を取得された方は、初回更新時までにJAFAスキルアップセミナー
2講座以上を受講することが義務付けられています。また、この講座は指導者として必要
な知識、プログラム作りや指導においてもすぐに現場で役立つ内容が再確認できますの
で、エアロビクスの基礎基本をあらためて学びたい方にもお勧めの講座となっています。

7月2日（月）10：00～12：00 JAFAスキルアップセミナー

コンビネーションスタイルとは、数種類の異なる動きを組み合わせながら展開する形式のことで、筋バランスの取れたプログラムを
短時間で教えられる、完成した動きを楽しむ達成感があるなどのメリットがあります。このセミナーでは、左右対称に動きを展開す
る技法やリード足を無理なく変える基本を学びながら①コンビネーションスタイルとは何か、②インサート法を活用したプログラム
作りとは何かを理解していただきます。

SK-13

7月2日（月）12：30～14：30 JAFAスキルアップセミナー

正しい姿勢の保持や障がいの予防のための筋コンディショニングは重要です。ライトウェイトやチューブなどを使い、プログラム
構成する際に考慮するポイントや安全性、指導の手順を確認し、ドリルによってさらに理解を深めます。指導に役立つヒントが得
られるようにする実践プログラムです。

SK-14

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

SK 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.5

こんな方に
オススメ

JAFA / ADI・AQUA

  資格更新！！

健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会
健康運動実践指導者・健康運動指導士の資格保有者（資格更新を、有意義に・一気に・安
価に行いたい方）二日間連続した受講で更新に必要な10.0単位の全てを取得できます（指
導士の方は20.0単位のうちの半分）

7月1日（日）10：00～17：30／7月2日（月）12：30～17：00
女性特有のブレスト、そして身体動作に様々な影響を及ぼす骨盤、さらに更年期の身体変化から考案されたメノポーズケアと、今回
は女性の身体にテーマを絞ってそのケアの重要性・必要性・運動実践指導方法を学んでいただきます。近年、自分のボディケアのた
めの運動を日常生活の中に取り入れ始めた女性が増えたことにより、運動指導者には女性のボディケアに関する知識が求められて
います。女性のクライアントへの細やかな指導や男性指導者が指導する際の留意点やアプローチ方法などもお伝えします。ご自身
のケアにも有効な情報が満載、グループ指導、パーソナル指導ともに役立ちます。
�※男性の方へ、女性身体に限定した内容ですがご受講いただけます。※女性の方へ、男性の受講がありますことをご承知ください。

①講 義 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のボディケア」

②実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のための骨盤メンテナンス」

③実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のためのブレストケア」

④講 義 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～講義編～」

⑤実 習 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～実践編～」 

女性のためのボディケアアプローチ2DAYS集中講座

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

TK 600分 18,000円 15,000円 4.0 6.0 10.0 5.0

こんな方に
オススメ

資格更新！！

※ 1 講座あたり

※5講座セットでの受講となります。（講座ごとの申し込みはできません。）

JAFA Ball Seminar
普段の運動指導にボールを使ってみたい、ボールをもっと有効に活用したい、使いこなしたい、などなど、指導の幅を拡げ
たい指導者。様々なボールを活用したエクササイズ指導。普段の運動指導にアクセントを！�ボールの有効性をしっかり引
き出し、そして新たな活用方法を見出してください。グループ指導者・パーソナル指導者ともに学べる講座を用意しました。

ボールを極める！

江東区有明2-3-5
■交通
� ●�ゆりかもめ� お台場海浜公園駅下車� ………… 徒歩８分
� � 有明駅下車� ……………………… 徒歩15分
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩12分
� ●りんかい線� 国際展示場駅下車� ……………… 徒歩12分
� ●都営バス� 地下鉄東西線門前仲町駅または有楽町線豊洲駅より
� � 有明一丁目下車�…………………… 徒歩3分（海01）
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩7分（海01）
� ●自動車� 357号湾岸道路有明テニスの森信号右折（西行）

キ リ ト リ

日本フィットネス協会

〈バス停〉
有明1丁目

有明コロシアム

有明テニスの森

国道357

首都高速湾岸線

国道357

お台場海浜公園駅

国際展示場駅東京テレポート駅
東京臨海高速鉄道
（りんかい線）

有
明
駅

〈バス停〉
有明テニスの森

有
明
テ
ニ
ス
の
森
駅

（
ゆ
り
か
も
め
）

東
京
臨
海
新
交
通

（
ゆ
り
か
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め
）

東
京
臨
海
新
交
通

江東区
有明スポーツセンター

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

6
30
日
㊏

レクホール
FF-1

フィットネスダンス普及員養成講座
藤田麻里・斉藤友希

会議室
W-2  高齢者向け
グループレッスン

石井千恵

W-3
ボール＆ピラティス

林　若菜

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

7
1
日
㊐

大体育室
A

W-4  体幹トレーニング
パーソナル指導法

山本哲二

W-5  歩行動作分析と
エクササイズプログラム

山本哲二

W-6  筋コンディショニング
パーソナル指導法

阿部良二

大体育室
B

W-7 
触覚ボールでヒザイタ改善

小谷さおり

W-8  筋コンディショニング
グループレッスン

小谷さおり

W-9  ストレッチ
バリエーションレッスン

小山内映子

レクホール
W-10  グループレッスン

バリエーション
小山内映子

TK-11②  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

TK-11③  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

会議室
TK-11①  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
岡橋優子

FW-12
フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会

倉方てる美

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

2
日
㊊

レクホール
SK-13

JAFAスキルアップセミナー
沖本　大

SK-14
JAFAスキルアップセミナー

堀　慎二

TK-11⑤  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

塚崎直美

会議室
TK-11④  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
塚崎直美

タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

～メインエクササイズのコンビネーション編～ 講師：沖本　大
JAFA／ADD・ADE・AQS

～強化エクササイズのプログラムづくり編～ 講師：堀　慎二
JAFA／ADD・ADE

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

W 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.0

※ 1 講座あたり

14：00～16：00

高齢者にも安全で楽しく効果的に運動を楽しんでもらうためのソフトギムニクボールを使ったプログラ
ムを紹介します。介護予防や機能改善にも役立ちます。

W-2 高齢者向けグループレッスン 講師：石井千恵
JAFA／ADD・ADE

Gボール単位
教育単位
ー

16：30～18：30

ピラティスのメソッドを活かして姿勢改善のためのエクササイズを学びます。インナーユニットに意識
を集中させやすく、転がりや不安定性など、バランスボールの持つ特性を最大限に引き出したエクサ
サイズバリエーションを紹介します。

W-3 ボール＆ピラティス 講師：林　若菜
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

10：00～12：00

バランスボールを使って体幹トレーニングをさらに効果的に。指導時におけるトレーナーの着目点やエ
クササイズの注意点、補助の方法などを解説します。

W-4 体幹トレーニングパーソナル指導法 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P

12：30～14：30

歩行動作の分析能力を高めいろいろなチェック方法で理解し、すぐに使えるマニュアルアプローチと
ソフトギムニクボールエクササイズで改善する方法を学びます。

W-5 歩行動作分析とエクササイズプログラム 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P

15：00～17：00

機能改善のための筋コンディショニング方法を様々なバランスツールを使って学びます。平地やバラン
スディスクなどでのスタビリティエクササイズとモビリティエクササイズの違いを体感してください。

W-6 筋コンディショニングパーソナル指導法 講師：阿部良仁
日本Gボール協会副理事長

Gボール単位
教育単位
P1P

10：00～12：00

ヒザイタ改善のための膝のセルフケアについて学びます。安全と手軽さに配慮した実践方法で日頃の
クライアントとのコミュニケーションにお役立てください。

W-7 触覚ボールでヒザイタ改善 講師：小谷さおり
JAFA千葉県代議員

Gボール単位
教育単位
G1P

12：30～14：30　

バランスディスクとフィットローラー使って新しいグループレッスンの構築のヒントをお伝えします。楽�
しく・効果的に！をモットーに即現場で使えるバリエーションを紹介します。

W-8 筋コンディショニンググループレッスン 講師：小谷さおり
JAFA千葉県代議員

Gボール単位
教育単位
G1P

15：00～17：00

老若男女に対応するストレッチエクササイズ。バランスボールを使ってそのエクササイズのバリエー
ションを学び、普段のレッスンにアクセントをつけることができます。

W-9 ストレッチバリエーションレッスン 講師：小山内映子
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

10：00～12：00

ボールの楽しさ・有効性を存分に引き出し、笑顔あふれるプログラムを紹介します。現場で使えるゲー
ム性のあるソフトギムニクボールエクササイズのバリエーションをたっぷりお伝えします。

W-10 グループレッスンバリエーション 講師：小山内映子
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

6

(土)
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TK-11



こんな方に
オススメ

江東区有明スポーツセンター会場全景

会場のご案内 ※お問い合わせはすべてJAFAセミナー事務局� ®0120-987-939まで
※JAFAセミナー開催中連絡先　090-8645-7844

1.参加クラスを決めた後、電話でお申込みください。

○受付開始：5月8日（火）
　JAFAセミナー事務局　� ®0120-987-939
　電話番号はお間違えのないようご注意ください。
○受付時間：10：00〜16：30（土、日、祭日は休み）
　予約受付番号をお伝えいたします。※定員になり次第締切ります。
※�JAFA会員・ADI資格をお持ちの方には、登録番号をお尋ねいたしますので、事
前にご確認ください。

2.電話予約後5日以内に参加申込用紙をお送りください。
�このパンフレットの「参加申込用紙」に必要事項をもれなく記入し、下記
宛に郵送、またはFAXにてご送付ください。

　公益社団法人 日本フィットネス協会「JAFA FITNESSセミナー」事務局
　〒113-0033　東京都文京区本郷2-8-3　天野ビル4F

　　　　　　　　FAX：03-3818-6935

3.電話予約後5日以内に参加費をお振込みください。
※振込み手数料はご負担ください。
※振込みの際、氏名の前に予約受付番号を入れてください。
三井住友銀行　神田支店　当座：No.262856
口座名：（社）日本フィットネス協会
※�企業名、団体名で振込む場合は、協会まで事前にご連絡ください。
※ 上記期限を過ぎますと、キャンセルとさせていただく場合がありますの

で、ご注意ください。
※�参加費のお振込み後にキャンセルされても、ご返金はいたしかねますの
でご了承ください。

4.受付終了：2012年6月22日（金）

5. 受講チケットは、6月上旬より順次発送いたします。当日必ずご持参ください。
チケットは、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

会場のご利用について
●�会場は内履きが必要です。また、身体を冷やさないための上着をご持参ください。
●�講座によってマットが不足する場合があります。ヨーガマットをお持ちの方は、ご持
参いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

●�ドライヤーのお持ち込みはご遠慮ください。
写真・ビデオの撮影について

JAFA主催講習会では、写真ならびにビデオ撮影を固くお断りしています。ただ
し、主催者（JAFA事務局）と、主催者が許諾した場合は、撮影ができます。その写
真や映像は、JAFAの広報・広告等に使用されることがありますので、予めご了承く
ださい。

個人情報の取扱いについて
参加申込用紙に記載されたお客様の個人情報は、公益社団法人�日本フィットネス
協会内で、厳重に管理いたします。
お客様の個人情報は、受講票の発送などの事務処理に使用するほか、統計処理に
より今後の研修会等の参考とさせていただきます。なお、今後DM等で研修会等の
催し・その他の告知をさせていただくことがあります。
今後、DM等の告知を希望されない場合は、参加申込用紙の末尾に記載されている

「□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。」という
文言の□欄にレ印を入れてください。

　フィットネスエクササイズの普及と発展を目的としてフィットネスという言葉
が出始めた創生期より「運動生理学者」や「ダンスエキスパート」らとともに指導
法の確立、テキストの刊行、インストラクター資格の発行などを通じて常に様々
な分野、多岐にわたる専門家、団体とのつながりをもつJAFAは業界屈指のネッ
トワークを持ち、公的機関からも長年の実績を認められています。
　多種多様なプログラムに対応しなければならないフィットネス指導者だから
こそ、JAFAに所属し息の長いインストラクター・トレーナーとして活動・活躍
をし続け「健康づくり」に貢献していきましょう！！
※JAFA認定資格を有さなくても会員になることはできます。
★会員特典もさまざま！詳細はHPをご覧ください。
今すぐお申し込みで、JAFA主催セミナー会員料金で受講可（今回同時入会よ
り適用）

公益社団法人 日本フィットネス協会（=JAFA）  正会員募集中!

JAFAスキルアップセミナー
JAFA／ADIの資格を取得された方は、初回更新時までにJAFAスキルアップセミナー
2講座以上を受講することが義務付けられています。また、この講座は指導者として必要
な知識、プログラム作りや指導においてもすぐに現場で役立つ内容が再確認できますの
で、エアロビクスの基礎基本をあらためて学びたい方にもお勧めの講座となっています。

7月2日（月）10：00～12：00 JAFAスキルアップセミナー

コンビネーションスタイルとは、数種類の異なる動きを組み合わせながら展開する形式のことで、筋バランスの取れたプログラムを
短時間で教えられる、完成した動きを楽しむ達成感があるなどのメリットがあります。このセミナーでは、左右対称に動きを展開す
る技法やリード足を無理なく変える基本を学びながら①コンビネーションスタイルとは何か、②インサート法を活用したプログラム
作りとは何かを理解していただきます。

SK-13

7月2日（月）12：30～14：30 JAFAスキルアップセミナー

正しい姿勢の保持や障がいの予防のための筋コンディショニングは重要です。ライトウェイトやチューブなどを使い、プログラム
構成する際に考慮するポイントや安全性、指導の手順を確認し、ドリルによってさらに理解を深めます。指導に役立つヒントが得
られるようにする実践プログラムです。

SK-14

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

SK 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.5

こんな方に
オススメ

JAFA / ADI・AQUA

  資格更新！！

健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会
健康運動実践指導者・健康運動指導士の資格保有者（資格更新を、有意義に・一気に・安
価に行いたい方）二日間連続した受講で更新に必要な10.0単位の全てを取得できます（指
導士の方は20.0単位のうちの半分）

7月1日（日）10：00～17：30／7月2日（月）12：30～17：00
女性特有のブレスト、そして身体動作に様々な影響を及ぼす骨盤、さらに更年期の身体変化から考案されたメノポーズケアと、今回
は女性の身体にテーマを絞ってそのケアの重要性・必要性・運動実践指導方法を学んでいただきます。近年、自分のボディケアのた
めの運動を日常生活の中に取り入れ始めた女性が増えたことにより、運動指導者には女性のボディケアに関する知識が求められて
います。女性のクライアントへの細やかな指導や男性指導者が指導する際の留意点やアプローチ方法などもお伝えします。ご自身
のケアにも有効な情報が満載、グループ指導、パーソナル指導ともに役立ちます。
�※男性の方へ、女性身体に限定した内容ですがご受講いただけます。※女性の方へ、男性の受講がありますことをご承知ください。

①講 義 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のボディケア」

②実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のための骨盤メンテナンス」

③実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のためのブレストケア」

④講 義 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～講義編～」

⑤実 習 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～実践編～」 

女性のためのボディケアアプローチ2DAYS集中講座

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

TK 600分 18,000円 15,000円 4.0 6.0 10.0 5.0

こんな方に
オススメ

資格更新！！

※ 1 講座あたり

※5講座セットでの受講となります。（講座ごとの申し込みはできません。）

JAFA Ball Seminar
普段の運動指導にボールを使ってみたい、ボールをもっと有効に活用したい、使いこなしたい、などなど、指導の幅を拡げ
たい指導者。様々なボールを活用したエクササイズ指導。普段の運動指導にアクセントを！�ボールの有効性をしっかり引
き出し、そして新たな活用方法を見出してください。グループ指導者・パーソナル指導者ともに学べる講座を用意しました。

ボールを極める！

江東区有明2-3-5
■交通
� ●�ゆりかもめ� お台場海浜公園駅下車� ………… 徒歩８分
� � 有明駅下車� ……………………… 徒歩15分
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩12分
� ●りんかい線� 国際展示場駅下車� ……………… 徒歩12分
� ●都営バス� 地下鉄東西線門前仲町駅または有楽町線豊洲駅より
� � 有明一丁目下車�…………………… 徒歩3分（海01）
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩7分（海01）
� ●自動車� 357号湾岸道路有明テニスの森信号右折（西行）

キ リ ト リ

日本フィットネス協会

〈バス停〉
有明1丁目

有明コロシアム

有明テニスの森

国道357

首都高速湾岸線

国道357

お台場海浜公園駅

国際展示場駅東京テレポート駅
東京臨海高速鉄道
（りんかい線）

有
明
駅

〈バス停〉
有明テニスの森

有
明
テ
ニ
ス
の
森
駅
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東
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新
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通

江東区
有明スポーツセンター

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

6
30
日
㊏

レクホール
FF-1

フィットネスダンス普及員養成講座
藤田麻里・斉藤友希

会議室
W-2  高齢者向け
グループレッスン

石井千恵

W-3
ボール＆ピラティス

林　若菜

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

7
1
日
㊐

大体育室
A

W-4  体幹トレーニング
パーソナル指導法

山本哲二

W-5  歩行動作分析と
エクササイズプログラム

山本哲二

W-6  筋コンディショニング
パーソナル指導法

阿部良二

大体育室
B

W-7 
触覚ボールでヒザイタ改善

小谷さおり

W-8  筋コンディショニング
グループレッスン

小谷さおり

W-9  ストレッチ
バリエーションレッスン

小山内映子

レクホール
W-10  グループレッスン

バリエーション
小山内映子

TK-11②  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

TK-11③  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

会議室
TK-11①  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
岡橋優子

FW-12
フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会

倉方てる美

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

2
日
㊊

レクホール
SK-13

JAFAスキルアップセミナー
沖本　大

SK-14
JAFAスキルアップセミナー

堀　慎二

TK-11⑤  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

塚崎直美

会議室
TK-11④  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
塚崎直美

タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

～メインエクササイズのコンビネーション編～ 講師：沖本　大
JAFA／ADD・ADE・AQS

～強化エクササイズのプログラムづくり編～ 講師：堀　慎二
JAFA／ADD・ADE

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

W 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.0

※ 1 講座あたり

14：00～16：00

高齢者にも安全で楽しく効果的に運動を楽しんでもらうためのソフトギムニクボールを使ったプログラ
ムを紹介します。介護予防や機能改善にも役立ちます。

W-2 高齢者向けグループレッスン 講師：石井千恵
JAFA／ADD・ADE

Gボール単位
教育単位
ー

16：30～18：30

ピラティスのメソッドを活かして姿勢改善のためのエクササイズを学びます。インナーユニットに意識
を集中させやすく、転がりや不安定性など、バランスボールの持つ特性を最大限に引き出したエクサ
サイズバリエーションを紹介します。

W-3 ボール＆ピラティス 講師：林　若菜
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

10：00～12：00

バランスボールを使って体幹トレーニングをさらに効果的に。指導時におけるトレーナーの着目点やエ
クササイズの注意点、補助の方法などを解説します。

W-4 体幹トレーニングパーソナル指導法 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P

12：30～14：30

歩行動作の分析能力を高めいろいろなチェック方法で理解し、すぐに使えるマニュアルアプローチと
ソフトギムニクボールエクササイズで改善する方法を学びます。

W-5 歩行動作分析とエクササイズプログラム 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P

15：00～17：00

機能改善のための筋コンディショニング方法を様々なバランスツールを使って学びます。平地やバラン
スディスクなどでのスタビリティエクササイズとモビリティエクササイズの違いを体感してください。

W-6 筋コンディショニングパーソナル指導法 講師：阿部良仁
日本Gボール協会副理事長

Gボール単位
教育単位
P1P

10：00～12：00

ヒザイタ改善のための膝のセルフケアについて学びます。安全と手軽さに配慮した実践方法で日頃の
クライアントとのコミュニケーションにお役立てください。

W-7 触覚ボールでヒザイタ改善 講師：小谷さおり
JAFA千葉県代議員

Gボール単位
教育単位
G1P

12：30～14：30　

バランスディスクとフィットローラー使って新しいグループレッスンの構築のヒントをお伝えします。楽�
しく・効果的に！をモットーに即現場で使えるバリエーションを紹介します。

W-8 筋コンディショニンググループレッスン 講師：小谷さおり
JAFA千葉県代議員

Gボール単位
教育単位
G1P

15：00～17：00

老若男女に対応するストレッチエクササイズ。バランスボールを使ってそのエクササイズのバリエー
ションを学び、普段のレッスンにアクセントをつけることができます。

W-9 ストレッチバリエーションレッスン 講師：小山内映子
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

10：00～12：00

ボールの楽しさ・有効性を存分に引き出し、笑顔あふれるプログラムを紹介します。現場で使えるゲー
ム性のあるソフトギムニクボールエクササイズのバリエーションをたっぷりお伝えします。

W-10 グループレッスンバリエーション 講師：小山内映子
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

6

(土)
30

7
(日)
1

TK-11



こんな方に
オススメ

江東区有明スポーツセンター会場全景

会場のご案内 ※お問い合わせはすべてJAFAセミナー事務局� ®0120-987-939まで
※JAFAセミナー開催中連絡先　090-8645-7844

1.参加クラスを決めた後、電話でお申込みください。

○受付開始：5月8日（火）
　JAFAセミナー事務局　� ®0120-987-939
　電話番号はお間違えのないようご注意ください。
○受付時間：10：00〜16：30（土、日、祭日は休み）
　予約受付番号をお伝えいたします。※定員になり次第締切ります。
※�JAFA会員・ADI資格をお持ちの方には、登録番号をお尋ねいたしますので、事
前にご確認ください。

2.電話予約後5日以内に参加申込用紙をお送りください。
�このパンフレットの「参加申込用紙」に必要事項をもれなく記入し、下記
宛に郵送、またはFAXにてご送付ください。

　公益社団法人 日本フィットネス協会「JAFA FITNESSセミナー」事務局
　〒113-0033　東京都文京区本郷2-8-3　天野ビル4F

　　　　　　　　FAX：03-3818-6935

3.電話予約後5日以内に参加費をお振込みください。
※振込み手数料はご負担ください。
※振込みの際、氏名の前に予約受付番号を入れてください。
三井住友銀行　神田支店　当座：No.262856
口座名：（社）日本フィットネス協会
※�企業名、団体名で振込む場合は、協会まで事前にご連絡ください。
※ 上記期限を過ぎますと、キャンセルとさせていただく場合がありますの

で、ご注意ください。
※�参加費のお振込み後にキャンセルされても、ご返金はいたしかねますの
でご了承ください。

4.受付終了：2012年6月22日（金）

5. 受講チケットは、6月上旬より順次発送いたします。当日必ずご持参ください。
チケットは、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

会場のご利用について
●�会場は内履きが必要です。また、身体を冷やさないための上着をご持参ください。
●�講座によってマットが不足する場合があります。ヨーガマットをお持ちの方は、ご持
参いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

●�ドライヤーのお持ち込みはご遠慮ください。
写真・ビデオの撮影について

JAFA主催講習会では、写真ならびにビデオ撮影を固くお断りしています。ただ
し、主催者（JAFA事務局）と、主催者が許諾した場合は、撮影ができます。その写
真や映像は、JAFAの広報・広告等に使用されることがありますので、予めご了承く
ださい。

個人情報の取扱いについて
参加申込用紙に記載されたお客様の個人情報は、公益社団法人�日本フィットネス

協会内で、厳重に管理いたします。
お客様の個人情報は、受講票の発送などの事務処理に使用するほか、統計処理に

より今後の研修会等の参考とさせていただきます。なお、今後DM等で研修会等の
催し・その他の告知をさせていただくことがあります。
今後、DM等の告知を希望されない場合は、参加申込用紙の末尾に記載されている

「□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。」という
文言の□欄にレ印を入れてください。

　フィットネスエクササイズの普及と発展を目的としてフィットネスという言葉
が出始めた創生期より「運動生理学者」や「ダンスエキスパート」らとともに指導
法の確立、テキストの刊行、インストラクター資格の発行などを通じて常に様々
な分野、多岐にわたる専門家、団体とのつながりをもつJAFAは業界屈指のネッ
トワークを持ち、公的機関からも長年の実績を認められています。
　多種多様なプログラムに対応しなければならないフィットネス指導者だから
こそ、JAFAに所属し息の長いインストラクター・トレーナーとして活動・活躍
をし続け「健康づくり」に貢献していきましょう！！
※JAFA認定資格を有さなくても会員になることはできます。
★会員特典もさまざま！詳細はHPをご覧ください。
今すぐお申し込みで、JAFA主催セミナー会員料金で受講可（今回同時入会よ
り適用）

公益社団法人 日本フィットネス協会（=JAFA）  正会員募集中!

JAFAスキルアップセミナー
JAFA／ADIの資格を取得された方は、初回更新時までにJAFAスキルアップセミナー
2講座以上を受講することが義務付けられています。また、この講座は指導者として必要
な知識、プログラム作りや指導においてもすぐに現場で役立つ内容が再確認できますの
で、エアロビクスの基礎基本をあらためて学びたい方にもお勧めの講座となっています。

7月2日（月）10：00～12：00 JAFAスキルアップセミナー

コンビネーションスタイルとは、数種類の異なる動きを組み合わせながら展開する形式のことで、筋バランスの取れたプログラムを
短時間で教えられる、完成した動きを楽しむ達成感があるなどのメリットがあります。このセミナーでは、左右対称に動きを展開す
る技法やリード足を無理なく変える基本を学びながら①コンビネーションスタイルとは何か、②インサート法を活用したプログラム
作りとは何かを理解していただきます。

SK-13

7月2日（月）12：30～14：30 JAFAスキルアップセミナー

正しい姿勢の保持や障がいの予防のための筋コンディショニングは重要です。ライトウェイトやチューブなどを使い、プログラム
構成する際に考慮するポイントや安全性、指導の手順を確認し、ドリルによってさらに理解を深めます。指導に役立つヒントが得
られるようにする実践プログラムです。

SK-14

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

SK 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.5

こんな方に
オススメ

JAFA / ADI・AQUA

  資格更新！！

健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会
健康運動実践指導者・健康運動指導士の資格保有者（資格更新を、有意義に・一気に・安
価に行いたい方）二日間連続した受講で更新に必要な10.0単位の全てを取得できます（指
導士の方は20.0単位のうちの半分）

7月1日（日）10：00～17：30／7月2日（月）12：30～17：00
女性特有のブレスト、そして身体動作に様々な影響を及ぼす骨盤、さらに更年期の身体変化から考案されたメノポーズケアと、今回
は女性の身体にテーマを絞ってそのケアの重要性・必要性・運動実践指導方法を学んでいただきます。近年、自分のボディケアのた
めの運動を日常生活の中に取り入れ始めた女性が増えたことにより、運動指導者には女性のボディケアに関する知識が求められて
います。女性のクライアントへの細やかな指導や男性指導者が指導する際の留意点やアプローチ方法などもお伝えします。ご自身
のケアにも有効な情報が満載、グループ指導、パーソナル指導ともに役立ちます。
�※男性の方へ、女性身体に限定した内容ですがご受講いただけます。※女性の方へ、男性の受講がありますことをご承知ください。

①講 義 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のボディケア」

②実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のための骨盤メンテナンス」

③実 習 　JAFA／
ADD・ADE岡橋優子 ………………………… 「女性のためのブレストケア」

④講 義 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～講義編～」

⑤実 習 　日本マタニティフィットネス協会
ディレクター 塚崎直美 ……………… 「メノポーズケア～実践編～」 

女性のためのボディケアアプローチ2DAYS集中講座

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

TK 600分 18,000円 15,000円 4.0 6.0 10.0 5.0

こんな方に
オススメ

資格更新！！

※ 1 講座あたり

※5講座セットでの受講となります。（講座ごとの申し込みはできません。）

JAFA Ball Seminar
普段の運動指導にボールを使ってみたい、ボールをもっと有効に活用したい、使いこなしたい、などなど、指導の幅を拡げ
たい指導者。様々なボールを活用したエクササイズ指導。普段の運動指導にアクセントを！�ボールの有効性をしっかり引
き出し、そして新たな活用方法を見出してください。グループ指導者・パーソナル指導者ともに学べる講座を用意しました。

ボールを極める！

江東区有明2-3-5
■交通
� ●�ゆりかもめ� お台場海浜公園駅下車� ………… 徒歩８分
� � 有明駅下車� ……………………… 徒歩15分
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩12分
� ●りんかい線� 国際展示場駅下車� ……………… 徒歩12分
� ●都営バス� 地下鉄東西線門前仲町駅または有楽町線豊洲駅より
� � 有明一丁目下車�…………………… 徒歩3分（海01）
� � 有明テニスの森駅下車� ………… 徒歩7分（海01）
� ●自動車� 357号湾岸道路有明テニスの森信号右折（西行）

キ リ ト リ

日本フィットネス協会

〈バス停〉
有明1丁目

有明コロシアム

有明テニスの森

国道357

首都高速湾岸線

国道357

お台場海浜公園駅

国際展示場駅東京テレポート駅
東京臨海高速鉄道
（りんかい線）

有
明
駅

〈バス停〉
有明テニスの森

有
明
テ
ニ
ス
の
森
駅

（
ゆ
り
か
も
め
）

東
京
臨
海
新
交
通

（
ゆ
り
か
も
め
）

東
京
臨
海
新
交
通

江東区
有明スポーツセンター

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

6
30
日
㊏

レクホール
FF-1

フィットネスダンス普及員養成講座
藤田麻里・斉藤友希

会議室
W-2  高齢者向け
グループレッスン

石井千恵

W-3
ボール＆ピラティス

林　若菜

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

7
1
日
㊐

大体育室
A

W-4  体幹トレーニング
パーソナル指導法

山本哲二

W-5  歩行動作分析と
エクササイズプログラム

山本哲二

W-6  筋コンディショニング
パーソナル指導法

阿部良二

大体育室
B

W-7 
触覚ボールでヒザイタ改善

小谷さおり

W-8  筋コンディショニング
グループレッスン

小谷さおり

W-9  ストレッチ
バリエーションレッスン

小山内映子

レクホール
W-10  グループレッスン

バリエーション
小山内映子

TK-11②  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

TK-11③  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

岡橋優子

会議室
TK-11①  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
岡橋優子

FW-12
フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会

倉方てる美

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00� 20:00

2
日
㊊

レクホール
SK-13

JAFAスキルアップセミナー
沖本　大

SK-14
JAFAスキルアップセミナー

堀　慎二

TK-11⑤  女性のための
ボディケアアプローチ実習編

塚崎直美

会議室
TK-11④  女性のための

ボディケアアプローチ講義編
塚崎直美

タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

～メインエクササイズのコンビネーション編～ 講師：沖本　大
JAFA／ADD・ADE・AQS

～強化エクササイズのプログラムづくり編～ 講師：堀　慎二
JAFA／ADD・ADE

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

実習

W 120分 4,000円 3,500円 2.0 2.0 1.0

※ 1 講座あたり

14：00～16：00

高齢者にも安全で楽しく効果的に運動を楽しんでもらうためのソフトギムニクボールを使ったプログラ
ムを紹介します。介護予防や機能改善にも役立ちます。

W-2 高齢者向けグループレッスン 講師：石井千恵
JAFA／ADD・ADE

Gボール単位
教育単位
ー

16：30～18：30

ピラティスのメソッドを活かして姿勢改善のためのエクササイズを学びます。インナーユニットに意識
を集中させやすく、転がりや不安定性など、バランスボールの持つ特性を最大限に引き出したエクサ
サイズバリエーションを紹介します。

W-3 ボール＆ピラティス 講師：林　若菜
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
G1P

10：00～12：00

バランスボールを使って体幹トレーニングをさらに効果的に。指導時におけるトレーナーの着目点やエ
クササイズの注意点、補助の方法などを解説します。

W-4 体幹トレーニングパーソナル指導法 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P

12：30～14：30

歩行動作の分析能力を高めいろいろなチェック方法で理解し、すぐに使えるマニュアルアプローチと
ソフトギムニクボールエクササイズで改善する方法を学びます。

W-5 歩行動作分析とエクササイズプログラム 講師：山本哲二
日本Gボール協会セミナーリーダー

Gボール単位
教育単位
P1P
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機能改善のための筋コンディショニング方法を様々なバランスツールを使って学びます。平地やバラン
スディスクなどでのスタビリティエクササイズとモビリティエクササイズの違いを体感してください。

W-6 筋コンディショニングパーソナル指導法 講師：阿部良仁
日本Gボール協会副理事長

Gボール単位
教育単位
P1P

10：00～12：00

ヒザイタ改善のための膝のセルフケアについて学びます。安全と手軽さに配慮した実践方法で日頃の
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W-7 触覚ボールでヒザイタ改善 講師：小谷さおり
JAFA千葉県代議員

Gボール単位
教育単位
G1P

12：30～14：30　
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W-8 筋コンディショニンググループレッスン 講師：小谷さおり
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JAFA FITNESS
運動指導が専門ではないけれど、運動指導が必要な方。
誰でもできる簡単で楽しい運動指導がしたい方。

主な内容 �①ウォーキングの科学　②ウォームアップとクールダウン　③ウォーキング実技指導のポイント
④フォームチェック　　⑤フィットネスウオーキングの実習　等

資格取得に際しての
注意

�本講習会に参加して『フィットネスウオーキングインストラクター』の資格取得を希望される場合は、別途登録費5,000円（初年度）、
年継続登録費（年会費）7,000円が必要となります。

■�FW-12を受講の上、フィットネスウオーキングインストラクターの資格を取得するためには、以下のいずれかの運動・健康
づくり系の資格を取得している事が条件となります。
・健康運動指導士
・健康運動実践指導者
・JAFA／ADI
・JAFA／AQUA
・ACSM／HFS

・AFAA／PIC
・保健体育科の教員（教育免許証保有者）
・体育指導委員（各都道府県教育委員会）
・スポーツプログラマー１種
・トレーニング指導士（日本体育施設協会）

・少年スポーツ指導者
・アスレティックトレーナー
・運動実践担当者（中央労働災害防止協会）
・運動指導担当者（中央労働災害防止協会）
・地域スポーツ指導者

申込用紙

2012年6月30日（土）〜7月2日（月）
会場：江東区有明スポーツセンター

指導の幅を拡げ、そして極める。
資格を更新して、もっと磨く。
新しい資格で、新しい出会いを切り開く。
“道”
指導者としての自信を確かなものに…道は広がり、
そして続く…

フィットネスダンス普及員養成講座

6月30日（土）13：30～17：30

フィットネスダンス普及員養成講座
この講座は、運動指導経験のない方や浅い方でもご参加いただけます。フィットネスダンスは、高齢者の機能向上や生活習慣病
の予防・改善が期待でき、サークル指導や特定保健指導にも活用できます。もちろん日頃の指導に役立つポイントが満載です。受
講者の皆さんへ普及員証を授与しますので、フィットネスダンス普及員としてどんどん広めてください。テキストとして『フィットネ
スダンス指導教本』（JAFA刊）を使用します。お持ちでない方は当日会場にてお求めください。本講座の受講者に限りお一人様1
冊、特別価格2,000円（税込）にてご購入いただけますので、ご購入の際に受講票をご提示ください。
（定価2,800円・JAFA会員2,400円※税込／事前に購入される場合は、別途発送手数料600円）

FF-1

～日本の楽曲を使った集団指導を４時間で学ぶ！～

運動の基本であるウォーキング指導を詳しく学び、FWI資格を取得して、普段の運動指導に
加え今後の指導の幅を拡げたい方。

こんな方に
オススメ

フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会資格取
得！！

（社）日本ウオーキング協会公認のフィットネスウオーキング
インストラクター資格の取得を目指す講座です！

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

FF 240分 7,000円 5,000円 1.0 3.0 4.0 2.0

7月1日（日）13：00～19：30　

多くの方が、健康の保持増進を目的にウォーキングを実践しています。しかし、健康の保持増進に有効なウォーキングの実践方法
を指導できる人材は全国的に不足し、ウォーキングの科学的根拠に基づいた指導が伝達されていないのが現状です。この養成講
習会は、㈳日本ウオーキング協会公認のフィットネスウオーキングインストラクター（FWI）資格取得を目的に、ウォーキング指導
に必要な知識・技術を総括的かつ実践的に学んでいただきます。これから始めたい運動として人気が高いウォーキング。ウォーキ
ング教室を開催できるノウハウが満載です。この機会に是非指導法をマスターして下さい。

FW-12

�受講者は『ひばりエクササイズ』のCDとDVDを特別価格で購入いただけます。（会場での限定販売です）
ひばりエクササイズDVD/2,500円（定価4,000円）
ひばりエクササイズCD��/1,500円（定価2,000円）※ともに税込

特  典

講座
コード 時間 一般料金 会員料金

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者

健康運動指導士 /
健康運動実践指導者 ACSM/

HFS
JAFA・
AFAA

講義 実習

FW 360分 14,000円 12,000円 2.0 4.0 6.0 3.0

フリガナ JAFA会員 No. ADI No. JAFA AQUA No. 予約受付 No.
氏　名

西暦　　　  年　　　月　　　日　生 （ 男 ・ 女 ）

運動指導士 No. 実践指導者 No. その他 運動指導歴
年　　　　ヶ月

住　所 TEL 携帯TEL
〒

勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 領収書宛名（必要な方のみ）
〒

■お申し込み講座（○で囲んでください）
　FF  -  1 　　W  -  5 　　W  -  9　　 SK  - 13
　W  -  2 　　W  -  6 　　W  - 10 　  SK  - 14 
　W  -  3 　　W  -  7 　　TK - 11 
　W  -  4 　　W  -  8 　　FW - 12 

■参加費
　FF　　　　× 　１　クラス＝　　　　　　円
　W　　　　 × （　　）クラス＝　　　　　　円　受講金額総計
　TK　　　　× 　１　セット＝　　　　　　円　
　FW　　　　× 　１　クラス＝　　　　　　円
　SK　　　　× （　　）クラス＝　　　　　　円　　　　　　　　　円

●今回のJAFA主催セミナーをどちらでお知りになりましたか？�
　□DM　□JAFA機関誌　□JAFAホームページ　□他団体機関誌　団体名（　　　　　　　　　　　）
　□他団体ホームページ　団体名（　　　　　　　　　　　）　□知人（会社）の紹介　□開催場所等での設置パンフレット
●今回のJAFA主催セミナーは、何回目のご参加ですか？�　□初参加　□2回目　□３〜 5回目　□6回目以上
●現在のご職業をお答えください。 　
　□フリーインストラクター、トレーナー　□企業所属インストラクター、トレーナー　□自治体関係者　□医療従事者　□一般愛好者
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●今回のJAFA主催セミナーにご参加いただく目的・動機をお答えください。
　□単位取得のため　□受講したい講師がいる　□指導のテーマとしている講座がある　□会社・知人のすすめ
●JAFAへの入会はお考えですか？�　□入会している　□入会を検討したい　□入会するつもりはない　□知らなかった
●愛読されている情報誌は？�□ヘルスネットワーク（JAFA機関誌）  □NEXT　□フィットネスジャーナル　□AFCプレス　□その他（　　　　　）
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□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。（申込用紙の上の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください）

キ リ ト リ

8月5日（日）　会場：新宿区立新宿スポーツセンター

JAFA FITNESS学

2012年JAFAから新しいスタイルの講習会の提案。
一つのカテゴリーを集中的に学ぶ
“JAFA�FITNESS�学 ～MANABI～”

じっくり学び、しっかり身につけ、徹底的に学ぶ。
そんな環境を提供します。

～MANABI～

道道
～ MICHI ～～ MICHI ～

●ボールセミナー 〈ボールを極める〉
●エアロビクススキルアップセミナー 〈JAFA資格更新〉
●健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会 〈資格更新〉
●フィットネスダンス普及員養成講座 〈指導ジャンル開拓〉
●フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 〈新資格取得〉
主　　催：公益社団法人日本フィットネス協会
後　　援：公益財団法人健康体力づくり事業財団　健康日本21推進全国連絡協議会
協　　賛：株式会社ギムニク
企画協力：NPO法人日本Gボール協会
協　　力：一般社団法人日本マタニティフィットネス協会　江東区有明スポーツセンター

フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 講師：倉方てる美
日本ウオーキング協会��主任指導員

こんな方に
オススメ

指導ジャ
ンル開拓

講師：藤田麻里／斉藤友希
JAFA／ADD JAFA／ADD

招聘講師：�阿部�良仁
� 有吉�与志恵
� 石井�千恵
� 井上�トキ子
� 高　�順姫
� 山田�良二
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加え今後の指導の幅を拡げたい方。
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に必要な知識・技術を総括的かつ実践的に学んでいただきます。これから始めたい運動として人気が高いウォーキング。ウォーキ
ング教室を開催できるノウハウが満載です。この機会に是非指導法をマスターして下さい。
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　□DM　□JAFA機関誌　□JAFAホームページ　□他団体機関誌　団体名（　　　　　　　　　　　）
　□他団体ホームページ　団体名（　　　　　　　　　　　）　□知人（会社）の紹介　□開催場所等での設置パンフレット
●今回のJAFA主催セミナーは、何回目のご参加ですか？�　□初参加　□2回目　□３〜 5回目　□6回目以上
●現在のご職業をお答えください。 　
　□フリーインストラクター、トレーナー　□企業所属インストラクター、トレーナー　□自治体関係者　□医療従事者　□一般愛好者
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●今回のJAFA主催セミナーにご参加いただく目的・動機をお答えください。
　□単位取得のため　□受講したい講師がいる　□指導のテーマとしている講座がある　□会社・知人のすすめ
●JAFAへの入会はお考えですか？�　□入会している　□入会を検討したい　□入会するつもりはない　□知らなかった
●愛読されている情報誌は？�□ヘルスネットワーク（JAFA機関誌）  □NEXT　□フィットネスジャーナル　□AFCプレス　□その他（　　　　　）
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□私は今後、DM等による研修会等の催し・その他の告知を希望しません。（申込用紙の上の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください）

キ リ ト リ

8月5日（日）　会場：新宿区立新宿スポーツセンター

JAFA FITNESS学

2012年JAFAから新しいスタイルの講習会の提案。
一つのカテゴリーを集中的に学ぶ
“JAFA�FITNESS�学 ～MANABI～”

じっくり学び、しっかり身につけ、徹底的に学ぶ。
そんな環境を提供します。

～MANABI～

道道
～ MICHI ～～ MICHI ～

●ボールセミナー 〈ボールを極める〉
●エアロビクススキルアップセミナー 〈JAFA資格更新〉
●健康運動実践指導者（指導士）登録更新講習会 〈資格更新〉
●フィットネスダンス普及員養成講座 〈指導ジャンル開拓〉
●フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 〈新資格取得〉
主　　催：公益社団法人日本フィットネス協会
後　　援：公益財団法人健康体力づくり事業財団　健康日本21推進全国連絡協議会
協　　賛：株式会社ギムニク
企画協力：NPO法人日本Gボール協会
協　　力：一般社団法人日本マタニティフィットネス協会　江東区有明スポーツセンター

フィットネスウオーキングインストラクター養成講習会 講師：倉方てる美
日本ウオーキング協会��主任指導員

こんな方に
オススメ

指導ジャ
ンル開拓

講師：藤田麻里／斉藤友希
JAFA／ADD JAFA／ADD

招聘講師：�阿部�良仁
� 有吉�与志恵
� 石井�千恵
� 井上�トキ子
� 高　�順姫
� 山田�良二


	1
	2
	3
	4
	5
	6

