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受講したかったセッションとプレゼンター！
HN IDEAで一番受けたかったセッションや受講後の感想、また
その役立て方などについてお話ください。

安藤 私が一番受けたかったセッションは、ジュリアン･アーニー
の『カーディオダンスフロア』です。理由はダンス系が好きだ
からです！ ジュリアンは、すごい素質がありながら、隠れた
ところでものすごいトレーニングを積んでいると感じさせるエ
ネルギーが、私を勇気づけてくれるんです。今後ダンスクラス
などの中で、次の動きをどのように導いていけばいいのか、と
いうことに関して大いに役立つと思いました。もう一つ気にな
ったのは、『ドラムス･ アライブ』です。ボールをドラムに見立
てて叩きながら移動するサーキット的な構成で、参加者が合わ
せて叩く打撃音が一つとなって、とてもエキサイティングなん
です。昨年受講できなかったことに加えて、内容も良かっただ
けに気持ちがとてもスカッとしました。

井上 ピラティスやヨーガのクラスに関連した新しいエクササイ
ズの開発に役立つようなセッションを受けたいと思いました。
また、契約先でステップの養成コースやクラスを作り直したの
で、新しい進め方やコリオグラフィに役立てようと、流行や斬
新な動きを探すために講師は決めずに全般的に受けてみました。
一番印象に残ったクラスは、今度の横浜フォーラムで来日する
ローレンス･ビスコンティーニの『マインドボディサーキット』
です。フォームローラーを使ったピラティスエクササイズで、
フォームローラーの使い方が大変参考になりました。もう１つ
は、ロブ･ グリックのステップです。このクラスの前に私の担
当クラスがあったので残念ながら見学という形だったのですが、
去年と今年では明らかに違う進め方でとても丁寧。タイトルの
『brick by brick』にあるように、レンガを積み上げるように丁
寧にレイヤリングをかけながらしつこいくらいに反復していた
のが印象的でした。日本では、できる人は飽きてしまうんじゃ
ないかと思ったんですが、アメリカ人はシンプルな繰り返しが
「いい運動になる」という考え方があるのか、それでもいいんだ
と思いました。あれだけ有名な方でも年々進化するんだなぁと
すごく参考になりました。ぜひ日本に呼んでください。

HN 実は今年の東京フォーラムに招聘したかったのですが、別口
の依頼が先にあったようで呼べなかったんです。同じように評

判のいいレベッカ･スモールも断念しました。
井上 え～っ、ロブとレベッカのクラスを予定してたの!? 実現
してたら大人気だったでしょうに！ ２人とも最高ですよ。ス
テップやカーディオ系が、すごくクリエイティブで。

HN 今度はぜひ招聘したいと思います。では、山田さんはいかが
ですか？

山田 私が一番受けたかったセッションは、ロドニー･イーのクラ
スで、別料金のプレミアパスをお願いして受けました。感想は
期待どおり！ ヨーガには、ポーズと呼吸法と瞑想の３つがあ
るのですが、その中のポーズの基本姿勢を細かく具体的に伝え
ていました。例えば、手のひらの動作のときに「床」と言わず
「大地を感じる」とか、「天井」ではなく「空」というようにイ
メージをしっかり伝えるのです。今回のセッションでは「指導
者に対してどのような指導をするのか」をテーマに受講しまし
たが、本当にポイントを押さえた内容だったので、すごく満足
しました。

HN 私もさまざまな指導者を見てきましたが、あんなに動きまわ
るプレゼンターは初めて。何気なく参加者の姿勢を直して、す
ぐまた別の参加者を指導して回っていました。

山田 参加者の中に入って一人ずつ直しを入れる姿にフレンドリ
ーさを感じましたね。それに普通は音楽を用いてリラクセーシ
ョン効果を狙いますが、今回のセッションでは全く使わずマイ
クだけで指導していたのも参考になりました。

HN 岡橋さんはいかがですか？
岡橋 私が受けたかったのは、ピラティス全般です。20年前ニュ
ーヨークに滞在してピラティスを受けていたときに『腹横筋』
や『骨盤底筋群』についての説明があったのが印象的でした。
日本の指導者の多くは、コアというとお腹の奥の深層筋をイメ
ージすると思いますが、私はコンチネンスワークアウトを行っ
ていて「骨盤底筋は女性の命」というくらいに考えているので、
これらの筋群の役割は絶対に欠かせないものだと思っていて、
ピラティスのテキストにはこれらの用語が載っていたのにはと
ても感動しました。話を戻しますが、IDEAではいろんなピラテ
ィスをバイキング形式で勉強できると思って参加しました。で
も実際はSTOTTが主流で、別のピラティスもあるのになーと少
し残念に思いました。また、ピラティスもヨーガもストレッチ
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引っ張りながら動き回る、10人１組で行う変わり種のエクササイズ。
上中／ステップのクラスは減少しましたが、マーカス･アーウィンのクラスは相変わら
ず盛況。マーカスが参加者へ何度も「OK？」「How many?」と呼びかけたのが印象的。
右上／エキスポでは、商品のプロモーションエクササイズが行われます。これもその
ひとつ。ステップとチューブのエクササイズの両方ができる新商品です。
左下／ナイキのジャズダンス系のクラス「GrooveIntensity」。エンターティメントの国
ならではのパフォーマンスはブロードウェイそのもの。見学者も多数いました。
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も筋トレもすべてMIXしたコラボ
レーションを持ち帰ったら、指導
プログラムの底辺が広がると思い、
キャリー･アンダーソンのセッショ
ンのようにピラティスを含めたク
ラスをピックアップして受講しま
した。リフォーマーのクラスは基
本的なことや、ピラティスをやっ
ている人に多い首の障がいについ
て、３つのケースに分けて非常に
うまく解説していたのが素晴らし
かったです。こういったところか
ら入れば、これからピラティスを
始めようとしている方でもケガす
ることなく入っていけるんですが

…今回のIDEAではそうではない指導も見られたので、いろいろ
な意味で善し悪しが学べてよかったと思います。

HN 今後の指導に活用できそうですね。
岡橋 自分のライフワークであるコンチネンスの中に、ピラティ
スやヨーガをコラボしたプログラムを提供していきたいですね。

HN では、印象に残ったセッションやプレゼンター、その他何か
発見したことをお話ください。

　　　　　　　　　井上トキ子さんのIDEAプレゼンター体験談！
安藤 私の印象に残ったプレゼンターは、トニー･ハドソンです。
IDEAは２年連続での参加ですが、昨年ダンスクラスの参加者と
して彼を見て「一番上手だなぁ」と感心していたのです。たま
たま目が合うと、すごくいいスマイルとウインクをしてくれて
（笑）。受講したクラスでは（偶然ですが）いつも私の隣に居合
わせて、コミュニケーションもたくさん取れました。今年もお
会いできるといいなと思っていたら、なんとプレゼンターにな
っていたんです。当日バッタリお会いするまで知らなかったの
ですが「初めてプレゼンターを務めるので大変緊張している」
と言っていました。これは受講しなければ！と思い彼のクラス
に出てみると、とてもエキサイティングなプログラム構成と動
きで、キューや声のメリハリ、指導力が抜群だなぁと思いまし
た。実は、たくさんの参加者の中で一番盛り上がっていたのは
井上トキ子さんなんですよ（笑）。

HN トニー･ハドソンはどこの（国の）人なんですか？
安藤 え～？
井上 スペイン語を話すんですよ。本名はアントニオ･ハドソンて
いうんです。

安藤 そうだ、アルゼンチンだ！ 確かアメリカ在住なんですよ。
HN 彼のセッションはダンス系のステップなんですよね。
井上 ダンス系というよりも、完全にコリオグラフィステッピン
グで、すごく強度が高かったです。ターンとスピン、プロパル
ジョン（跳躍）が多いクラスだったので、実はずいぶん参加者
が出ていってしまったんです。でもイイ人だなぁというイメー

ジが前面に出ていました。英語
でワークショップをするのがは
じめてで、最初に緊張している
ってことを言うのかなと思いま
したが、逆に「興奮している」
って（笑）。でも緊張しているの
と興奮しているのが両方伝わっ
てきて、次の日に私もクラスを
控えていたこともあって、一番
大きく動いてエールを送ろうと
思い、最後までがんばりました。
たとえみんなが抜けていっても
がんばろうと（笑）。きっと気持
ちは伝わったと思います。

安藤 動きをミックスするときに
少しずつ抜けてしまったけれど、本当にたくさんの参加者がい
ましたよね。

HN 井上さんは、今回初めてIDEAでプレゼンテーションをされ
ましたが、ご感想はいかがですか？

井上 自分では緊張していないつもりだったのですが、当日は早
く目覚めてしまったりと、やはり緊張していたんですね。日本
や台湾の方が受けに来てくれると思っていたのですが、思った
以上にその他の国のステップ好きが参加してくれたので緊張し
ました。後方は、私を応援しようと日本人の方々が占めてくれ
たので、とっても心強かったです。

HN 本当に、外国人の参加者がたくさんいましたね。
井上 ですので、急きょ英語に日本語を混ぜて行うことにしたの
で大変緊張しました。それにピッチをコントロールする人と疎
通がとれず…あんなに早いスピードでステップをしたことがあ
りませんでしたから、３ブロック目が終わった時点ですでに自
分の脚がパンパンになってしまいました（笑）。 スピードには
苦しめられましたが、ステップをあまりされない日本の方や自
分の会社の方、また安藤さんチームの方々はハッピに扇子を持
って応援してくださり、とってもうれしかったです。

HN セッションの後で、外国人の参加者とお話していましたね。
井上 そうなんです。レイヤリングが合っていたことや、スピン
がないのに難度が高く工夫があって良かったと言いに来てくれ
たんです。うれしかったですね。外国の方は善し悪しを具体的
に言ってくれるのでとても勉強になります。

HN プレゼンの準備にはどれくらい時間をかけたのですか。
井上 プログラムは４月には仕上がりました。６月頃から、英語
のキューイングを練習するために電車の中などで本番に使う音
楽を聴いてイメージトレーニングを行っていました。本番の１
週間前にコリオグラフィを少し変えたのですが、後輩のインス
トラクターに受けてもらったりと微調整を加えていきました。

HN また海外でプレゼンターをやってみたいですか？
井上 アジアの地域、台湾・韓国・中国で積極的にやっていきた
と思っていますし、ニーズがあると感じています。お役に立て

岡橋 優子さん
JAFA/ADD
㈲アスカ代表

井上 トキ子さん
JAFA/ADD

㈲TKプランニング代表

井上トキ子さんのステップエクササ
イズのセッションの様子。音楽のピ
ッチや照明などトラブルがありまし
たが、堂々と指導していました。

安藤さん（右）率いる井上さ
んの応援団は、日本から持参
したハッピを来て声援を送り
ました。セッションの後には、
外国人参加者に法被をプレゼ
ントして喜ばれたとか。

ジェイ･ブラニックのBOSUバ
ランスとメディスンボールを
使用したクラス。アメリカで
人気のクラスです。レッスン
で使用したBOSUを格安で参加
者へ販売し、参加者は車に乗
せてお持ち帰り。いかにもア
メリカ的ですね。

04年のIDEAでも紹介されていた話
題のプログラム「Drums Alive」。
ステップ台、ボール、バチを使っ
てエクササイズをします。多くの
日本人が受講して一番評価が高い
クラスでした。

マイク･モリスのボールを使ったストレッ
チクラスです。立ち姿勢、座った姿勢で
からだ全体をボールを使用してストレッ
チ。筆者（財満）も体験しましたが、す
ごく気持ちが良かったです。こんなクラ
スを日本でも受講してみたい！
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るのであればぜひ行きたいです。
ただ、後進の道標

みちしるべ
べになりたいの

で、私はきちんと日本で教育を行
っていくほうが向いていると思っ
ていますが…今回やってみて「ま
たやりたいなぁ」とも思っている
んです（笑）。日本のステップレッ
スンのプレゼンターは、レイヤリ
ングをオールシンメトリーで組み
立てるんです。でも今回IDEAで受
けたステップのセッションでは、
意外とオールシンメトリーのレイ
ヤリングが少なかったんです。そ
の点でも日本の指導法が持つ良さ
が海外でも受け入れられるのでは

ないかと感じました。ただ、私たちが足りないのはショーマン
シップや（語学力を含め）プレゼンテーションスキルだと思っ
ていますので、その課題をクリアしたアピール力の強い後進が
育てば、イチローや松井のように羽ばたいていく人材が出てく
ると思っています！

HN 楽しみですね。では、岡橋さんはいかがですか？
岡橋 今回のIDEAで、竹ヶ原さんや井上さんのクラスに参加させ
ていただき、アイコンタクトの大事さが実感できました。竹ヶ
原さんはキャップをかぶっていて、井上さんは前髪が落ちてき
てたせいで、表情が見えづらくなっていました。それを見て、
言葉の違いや外国人プレゼンターとの力量を考えるよりも、ア
イコンタクトとかコミュニケーションがとれないのは残念だな
ぁと思ったのです。参加者にすれば、指導者との交流があまり
なく言葉の壁があれば、黙々と足もとを見るか周りの参加者を
見てレッスンの雰囲気を味わうしかなく、もったいないなと…
お二人ともプログラムや指導ぶりがとてもよかっただけに、そ
こが気になって。井上さんの、ニコっとした笑顔をたくさん見
せてあげてください。

井上 そうですね。次は（髪を）ガァーッと上げてやりますよ
（笑）。でも、こうして言っていただかないとわからないことで
すから、非常にありがたいです。

HN 「笑顔でコミュニケーション」て、標語になりそうですね。
では、山田さんの印象に残ったプレゼンターをお話しください。

　　　　　　　　　　　　　　カポエイラはニューウエーブ！？
山田 ローレンス･ビスコンティーニの『Mind Body Circuit』の
セッションが印象に残っています。円形の『Gliding』というツ
ールを使って太極拳やヨーガの動きで使っていて、これがヒッ
トするといいなぁと思いました。あとは、ヨーガのクラスでキ
ャスリーン･ムラカミさんのセッションがよかったですよ。ムラ
カミさんというからには日本語が話せるかと思ったら、日系の
方で全然話せないんです（笑）。今日のセッションでは壁を使っ
たり、ヨーガブロックやヨーガストラップを使ってポーズをう

まく見せるコツを教えてくれま
した。日本のフィットネスクラ
ブでもストレッチマットやヨー
ガマットを用いたり、進んでい
るクラブではヨーガブロックや
ヨーガストラップを導入してい
るところがありますが、もっと
普及してほしいですね。IDEAに
は、ウエアやエクササイズツー
ルのエキスポがあって、これも
見逃せないんですよ。今回も、
いろいろ買ってしまいました
（笑）。
井上 来るときからたくさん荷物
を持っていましたよね（笑）。

山田 ヨーガマットを買おうかなぁと思っていたんです。犬がヨ
ーガをする『DOGA』というのが流行っていて、犬がインスト
ラクターなんです（笑）。その犬がポーズをとっている本も出て
います。日本でいうレッサーパンダの風太君みたいなキャラで
すかね（笑）。そのキャラクターのヨーガマットが出ていて、あ
りったけ買ってしまいました…。

全員 (^_^)
HN その他に、何か印象に残ったセッションはありますか？
岡橋 受けたかったセッションの中の１つに『カポエイラ』があ
りました。８月号の『ZOOM』でカポエイラの記事を紹介して
いて、自分が記事で紹介したエクササイズなのでぜひ体験して
みたいと思っていたんです。カポエイラは本当にすごかったで
すよ！　ブラジルの奴隷たちの格闘技をエクササイズにしたも
ので、プレゼンターは背が低いけど目がすごく大きい若い女の
子で、オープニングがいきなり私たちに向かって腰振り！　参
加者は「キャー！」ってド肝を抜かれましたよ（笑）。さまざま
なポーズに振り付けをして指導してくれました。すべての動き
に意味があって、実に効果的で汗の出る闘争的なエクササイズ
でしたね。本来のカポエイラをプレゼンターがうまくアレンジ
していて、セッション後にはプレゼンターの方のまわりにたく
さんの人が集まっていました。カポエイラにはとても魅力を感
じましたが、運動量がまた凄いんです。エネルギーが枯渇する
って感じですね（笑）。体験してからカポエイラの記事を書いた
のならもっと魅力を伝えられたかな…。ハマる人はハマると思
います！

HN それでは最後に、IDEA全体を通しての感想をお話ください。

充電、リフレッシュ…IDEAは元気の素
もと
！

安藤 参加の目的に、日頃の忙しさをIDEAで中和するということ
があります。ですからエントリーしても、実際には動かないク
ラスもあります。体力が続かないということもありますが、リ
ラックスとリフレッシュも目的の一つですから。日本人参加者
の中には、見学している私に話しかけてくれた方もいます。一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安藤 久美子さん
JAFA/ADD

㈲アスプランニング代表

山田 多佳子さん
JAFA/ADD

㈲フィールド代表

IDEA Photo Gallery

左上／フォーラム in 横浜で来日するロー
レンス･ビスコンティー二と山田さん。ロ
ーレンスは、ヨーガ、太極拳、ピラテス、
フェルデンクライスメソッドのエクササ
イズをストレッチポールとグラインドデ
ィスクを使用して紹介。
上／Doo yogaのマットにロドニー･イー
のサインが。もちろん山田さんのモノ。

今年のJAFAスタッフ（財満）が撮っ
たIDEAのベストショットです。エキ
スポでキッズエクササイズを紹介し
た園児たち。

Rodney Leeのヨーガクラス。舞台だけでなく、会
場を隅々まで歩き回り、参加者の姿勢を正したり、
会場の真ん中で話したりとその丁寧な指導力、パ
フォーマンス力が素晴らしい。
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緒にレッスンを見学しながら、いろいろな話をすることができ
ました。その中で「体力が衰えて、自分ができない指導が出て
きたらどうしたらいいのか」ということを悩んでいる声がたく
さんありました。私も40代半ばとなりましたので、これからさ
らに年を重ねていけばイケイケゴーゴーの指導をすることも、
また自分が受けることもできなくなっていくでしょう。年をと
っていく私たちが今後どのような指導を進めていくかを、バリ
バリ動いている参加者たちを見ながら、自分の心を整理したり、
同じような心境にある人たちと会話することによって、自分が
できることは何なのかを考えたりしました。日本に帰ったら、
IDEAで受けた新しい刺激を十分活かして、中高齢の方たちに向
けたプレゼンテーションテクニックにさらなる磨きをかけてい
かなければならないと思いました。

HN 皆さん日本では大変お忙しい日々を送っていますが、IDEA
コンベンションの間は、日常から離れますよね。そのことによ
って、ご自身が整理できる部分というのはあるのですか？

岡橋 めちゃめちゃありますよ！
井上 ありますよ。ただ、こちらでも結構忙しいのですが（笑）。
安藤 でも仕事のことを考えなくてもいい。疲れたら休めばいい
っていう精神的に楽な部分があるので、自分を見つめ直す時間
はあると思いますよ。

山田 私は20代の頃からIDEAに参加していますが、以前は早朝
の６時くらいからセッションがありました。まだ若かったので
すべてとって、しかも時間がかぶっていたりも
していました。参加していたレッスンを３分の
２くらいで切り上げて、次のレッスンに参加す
るという状態。お昼ご飯も食べずに参加してい
ました。エキスポやチャンピオンシップも同時
に開催されていました。チャンピオンシップの
予選で出場していた日本人の方の様子や、セミ
ファイナル、ファイナルなんかは気になってレ
ッスンの合間に見に行っていました。それこそ
寝不足で参加していましたね。でも年々参加す
るごとにシステム化されてきて、食事の時間を
とったり、買い物もできるようになりました。
受けたいセッションも取れるようになり、コン
ベンションの運営面も向上しているように思い
ます。また私にとっては、IDEAの前後に家族と
旅行をするのも楽しみの一つになっています。
来年のIDEA会場もまたラスベガスで期間的にも
夏休みなので、家族同伴でぜひ参加したいです
ね。（06年のIDEAコンベンションは7/26～29に
開催予定）

岡橋 確かに、すごく進化していますよね。例え
ば、私がはじめに来た頃は、参加者が連れてき
たお子さんがレッスン中後ろでお菓子を食べな
がら見ていました。そのことに他の参加者から
ブーイングが出たようで、次の年からは託児室

ができました。私も子どもを預けて参加したことがあります。
でも、託児所についてもブーイングがあったようで、またなく
なっていました。今は子どもを連れてきている方が少なくなり
ましたね。みんな年をとったからでしょうか（笑）。参加者の年
齢は確かに高くなっていると思います。プレゼンターもそうで
すね。でも昔からいらっしゃるプレゼンターは絶対に進化して
います。キャリー･アンダーソンも昔からプレゼンターを務めて
いらっしゃいますが、受けるたびに進化していて新しいものを
開発しているから常に新しいファンが増え、今までのファンも
新しい発見があるのです。そういった新しいものを取り入れる
ところは、私も学ばなければなぁと思いますね。私は日本では
普段朝起きたら台所に立ち、家に帰るときは夕飯のことを考え
たり、帰ってからも洗濯物などの家事があって「果てる！」と
いう感じの生活なので、IDEAに来て朝からレッスンを受けて何
も考えず、インストラクターとして触発されたり刺激が受けら
れる時間が得られて本当にハッピーです。からだのつらさより
も「そういえば私って子どもいたよな～」って（笑）。そういう
ものからすべて離れて、自分の原点に帰れるようで、ドキドキ
ワクワクな毎日です。IDEAでは、化粧のノリもいいですよ（笑）。

HN 皆さん日本でのお忙しい日々を一時忘れて、かつIDEAで多
くのことを吸収してらっしゃるようですね。本日はありがとう
ございました。

05 JAFA IDEA ツアー参加者のコメント
今年のJAFA IDEAツアーは、総勢51名の大所帯でした。往路のロサンゼルスで３時間ほど

足止めを食らいラスベガス到着が遅れたり、多少のハプニングもありましたが、皆さん無事に

帰国されました。初めての方、数え切れないぐらいの参加している方とさまざまですが、忙し

い日本での生活を離れて、学ぶ時間、遊ぶ時間、ボーッとする時間など、自分のためだけに使

える時間を満喫されているようでした。そんなJAFAツアー参加者のご感想を紹介します。誌

面の都合で少ししか紹介できませんが、JAFAのホームページでは多くの方の感想を紹介しま

す。ぜひアクセスをしてみてください。 Feel IDEA in Las Vegas!!

★参加は初めてです。始めの２日間は会場のフインキに慣れず、ドキドキしながらセッション

に参加しました。後半は積極的に行動し、楽しく充実したコンベンションになりました。

★40歳を過ぎて、自分は今何をやりたいのか、もう一度立ち止まり確認しようと思って参加し

ました。ツアーや、コンベンションでの素敵な出会いが何よりの収穫でした。

★IDEAの組織力の偉大さと参加者の真摯な心構えに関心させられました。ヨーガ関連のクラ

スは、中高年には強度が高いと感じるものもありました。また、日本からのプレゼンター井

上さんの堂々とした指導は素晴らしく、感動

しました。

★ロブ･グリックのステップ「Step Brick by

Brick」ハイ・ロー「Hi Lo Fusion」ブレイク

ダウンが丁寧で参加者の様子を確認しながら

進めるロブは、とても素晴らしかったです。

★ミンデイ･ミルレイのサーキットクラスが印

象的でした。器具を使わずグループでサーキ

ットを行うクラスでしたが遊び心いっぱい

で、人と人とのコミュニケーションのとり方

が素晴らしかったです。
JAFA IDEAツアー成田組の集合写真。たく
さんのアイデアとカバンも一杯！

左／アイリーン･シャロンの「Rock
and Roll Stretch」。ストレッチポー
ルを使ったクラスですが、タイト
ルのとおり、流れている曲はロッ
クンロール。BPMは調節してあり
ますが、そのアイデアに脱帽です。

ピラティス人気は絶大。IDEAのメインスポンサーはスト
ット社ですが、その他にもたくさんのブースありました

左／一見どのように使用するのか？ですが、体験する
とTシャツなどがもらえます。買い物だけでなく、新
商品の発見、試すことができるのもエキスポならでは。
右／最新CDやDVDが格安で購入できるとあって、視聴
するのも真剣。ミュージック関係のブースにはいつも
人だかりができます。

さまざまなポールの使い方を、じっくりと体感している岡
橋さん。ものの善し悪しは味わわないとわかりませんよね。

→
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