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■小田急線『参宮橋駅』下車　徒歩約7分
■地下鉄千代田線『代々木公園駅』下車　徒歩約10分
　　　　　　　　　　　　　〔代々木公園方面出口〕
■京王バス 新宿駅西口（16番）より 
　　　　　 渋谷駅西口（14番）より 『代々木5丁目』下車
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申込み
（該当に□）

□教習ワークショップのみ 60,000円
□教習ワークショップ＋受験バウチャー購入 100,000円
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電話番号

□ 健康運動指導士 （ ）
□ 健康運動実践指導者（ ）
□ ADI・AQUA （ ）
□ その他 （ ）

宿　泊 （希望日にチェック□）　1泊食事なし@3,000円。 男女別
□10月23日（日）　□10月24日（月）　□10月25日（火）　　計　　　泊×3,000円=　　　　　　　 円
※宿泊は、男女別で相部屋になることもあります。宿泊室は、清掃・整頓をはじめすべてセルフサービスで、浴室・トイレも共同利用と
なります。その他宿泊生活に関する規則が決められています。詳細は、会場HPをご覧ください。尚、部屋数に限りがありますので、
申込順に承ります。

※食事は、各自でご用意ください。カフェテリア、レストラン、喫茶室、売店などが利用できます。
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電話で予約してください。
7月26日（火）　10：00～受付開始
薔0120-987-939（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 10：00～16：30（土・日・祝日はお休み）
受付締切：10月14日（金）

電話予約後10日以内に参加申込書を郵送にてお送りください。
パンフレット又はJAFA HPよりダウンロードした「参加申込書」に必要事項を
記入し、下記宛てご送付ください。
〒113-0033 東京都文京区本郷2-8-3　天野ビル4F
（社）日本フィットネス協会　ACSM係

電話予約後10日以内に参加費をお振込みください。
※振込手数料はご負担ください。
※企業名でお振込みされる際は事前にご連絡ください。
※参加費をお振込み後のキャンセルは致しかねますのでご注意ください。
　■振込先：三井住友銀行　神田支店　　当座預金：No.262856
　■口座名：社団法人　日本フィットネス協会

受講票が届きます。（9月下旬頃より）当日、必ずご持参ください。
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第25回
ACSM HFS
（ヘルス/フィットネス スペシャリスト）
教習ワークショップ

ACSM HFS
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教習ワークショップ

ACSM HFS
（ヘルス/フィットネス スペシャリスト）
教習ワークショップ

主幹●AMERICAN COLLEGE of SPORTS MEDICINE
主催●社団法人  日本フィットネス協会
協賛●セノー株式会社

独立行政法人
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成23年10月24日［月］・25日［火］・26日［水］
会
場



ACSM Health/Fitne� & Specialist Workshop at National Olympics Memorial Youth Center

開催要項

ワークショップディレクター

スケジュール

認定試験について

フィットネスインストラクター、トレーナー及びそれに準じ
た職業、学問に携わっている方
平成23年10月24日（月）～26日（水）
独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
（http://nyc.niye.go.jp/）
80名（定員になり次第締め切り）　　　　
①教習ワークショップのみ…………………………60,000円
②教習ワークショップ及び受験バウチャー購入…100,000円
日本体力医学会体力科学編集委員会
「ACSM　運動処方の指針（原著第8版）」 南江堂
※上記の図書は、事前に書店 or HPより注文購入し、教習ワー
　クショップに向けて準備をしてください。（当日、持参のこと）
持ち物：筆記用具、電卓、トレーニングウエア（実習では実際
の測定等を行いますので、背中の出るトップス、ハーフパンツ
を着用のこと）、エクササイズシューズ、タオル、教材 等

対　象

開催日
会　場

定　員
参加費

教　材

その他

ACSM/HFS認定の受験条件と推奨される能力は次の通りです。
ご自身の知識、技術、能力がそれらを満たしているかを確認の上、チャレンジしてください。
受験条件：現在有効な心肺蘇生法（CPR）の認定と次のいずれかに該当することが必要です。
 ①健康に関連する分野の短期大学（専門学校含む）、大学、大学院（修士課程）の学位
 ②健康に関連する分野の短期大学（専門学校含む）の2年生または大学3年生以上の者
 ③フィットネスに関連する分野の仕事で900時間以上の実務経験
推奨される受験能力：
 ①「ACSM  運動処方の指針（原著第8版）」で示されたACSM/HFSとACSMパーソナルトレーナーに求められるKSA（知識・技

術・能力）の能力
 ②健康・フィットネス分野に関連した仕事の経験
 ③危険因子、健康状態の査定、フィットネス評価、運動処方における十分な知識と技術
 ④個人の身体機能を向上させるための適切で新しい身体活動を紹介する能力
 ⑤個人の生活様式を改善するための効果的な教育またはカウンセリングを行う能力
 ⑥機能解剖学、運動生理学、栄養学、危険因子の確認、生活様式改善方法、障害予防を含めた運動科学の知識
方　法：ピアソンビュー社公認テストセンターにてインターネット上で受験するCBT方式

※事前に（社）日本フィットネス協会にて受験バウチャーの購入（40,000円）が必要（発行日より1年間有効）
出　題：10領域におよぶKSAに基づき、選択式問題がおよそ125～150問
時　間：3時間30分
再受験：再受験が必要な方は、試験結果通知書に再受験バウチャー番号が表示されます。再受験者は、最初の試験から15日以降に受験が可

能です。約US＄150

鶴見　幸子 （社）日本フィットネス協会　理事長
深代　泰子 （社）日本フィットネス協会　常務理事、
 ヘルス＆フィットネスコーディネータ

日本実施委員会
橋本　　勲 大妻女子大学　教授（FACSM）
宮下　充正 東京大学　名誉教授（FACSM）
鶴見　幸子 （社）日本フィットネス協会　理事長

ワークショップ講師
有吉与志恵 日本体調改善運動普及協会　会長
今井　恭子 早稲田大学　非常勤講師
朽木　　勤 （財）明治安田厚生事業団　ウェルネス開発室　室長
田中　茂穂 独立行政法人　国立健康・栄養研究所　健康増進研究部　エネルギー代謝研究室　室長
橋本　　通 昭和大学　教授　藤が丘リハビリテーション病院　健康スポーツ内科　医師
深代　泰子　ヘルス＆フィットネスコーディネータ、 （社）日本フィットネス協会　常務理事 
若吉　浩二 びわこ成蹊スポーツ大学　教授
HFSトレーナー
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オリエンテーション
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　今、あなたは更にステップアップを目指そうと考え
ていますか?
　ACSM（アメリカスポーツ医学会）は、ヘルスフィッ
トネスのプロフェッショナルを最初に認定、世界44ヶ
国で25000人以上を認定し、健康・フィットネスの分野
また臨床分野の資格で業界を常にリードしています。
その信頼度は業界の他認定団体もこのACSMのガイド
ラインを使用していることからも伺えます。ACSM認
定HFS（ヘルスフィットネススペシャリスト）はその中
でも上級のパーソナルトレーナーと認識され日本で

も、予防医学的な側面から運動処方に関わりをもった資格として高い評価を得ています。
　ACSM/HFS教習ワークショップは、求められるKSA（知識・技術・能力）のエッセンスを凝縮して学
べ、全国各地・多分野でリーダーとして活躍する多くの先輩HFSが実技指導に当たるなど今後の活動
のネットワークを広げる良い機会でもあります。
　健康運動指導の分野での活動を望む体育系学生、健康体力づくりの指導に活動を広げたいパーソナ
ルトレーナー、プログラムの立案・管理者の方など日本で唯一開催が許可されているこのワーク
ショップを逃すことなく、HFS資格取得を是非目指してください。

ACSM認定

ヘルスフィットネス
スペシャリストに
なりませんか？

　ACSM HFSを第1回目
に取得して、随分と試験内
容が変化していますが、最
初から脈々と息づいてい
る考え方が、私の現在の指
導スタイルに大きな影響
を与えています。
　ACSMの論理だってい
る運動処方の考え方を、日
本人の健康つくりにあて
はめて指導しています。特
にクライアントの状況把
握や有疾患者に関しても、

ドクターと連携などの指針になっています。
　また、この資格を持っているという事が、何
よりも、自分の自信につながっています。また、
この講習で得た全国の仲間との情報交換は、私
の大きな刺激です。

出身校：日本体育大学　体育学部　体育学科

有吉 与志恵

　私がHFSを取得してか
ら20年弱になります。い
つも感心させられている
のは、HFSの取得者は常に
高い知識レベルを持ち、ま
た勉強熱心。業界でも最先
端で活躍されている指導
者が多いことも特徴のひ
とつではないでしょうか。
パーソナルトレーナーと
して多くのクライアント
を指導させて頂き、またセ
ミナー等で講師活動させ

て頂く中で思うことは、HFSは常に変化してい
く指導現場で確実に適応しているという点で
す。クライアントであるプロアスリート、
フィットネスインストラクター、リスクをもた
れている一般人。どのシーンにおいてもHFS
で得た最先端の情報は安心した指導に繋がっ
ていると思います。

出身校：中京大学　体育学部体育学科

鋳山　和裕

　私は、健康づくりプロ
グラムの開発をしていま
す。健診からはじめる健
康づくりとして、より早
めの生活習慣病予防を提
案していますが、最近は
リスクファクターの改善
だけでなく、さらにその
先の動脈硬化をみる “血
管フィットネス”を検討
しています。そのベース
にあるのは、世界中でバ
イ ブ ル と さ れ て い る

ACSMのガイドラインです。ACSM/HFSは、
最新の知識と確かな技術を認められた、いわば
“世界標準の専門家”といえます。私にとって
の、この資格はクライアントの信頼とともに、
素晴らしい仲間を得たことでもあると思って
います。

出身校：東京学芸大学　教育学部
東京学芸大学大学院　東亜大学大学院

朽木　勤
（財）明治安田厚生事業団
ウェルネス開発室 室長
博士（学術）
教育学修士
健康科学アドバイザー

日本体調改善運動
普及協会　会長
JAFA 代議員
JCCA スーパーバイザー

パワートレーナーズ代表
ゴールドジムオフィシャル
パーソナルトレーナー
ツアープロゴルファー
帯同トレーナー

いかけやま かずひろくち ありよし よ し えき つとむ

Greetings! Thank you for considering this 
important next step in your health and 
fitness career. Becoming an ACSM-certified 
professional will be invaluable to you – and 
through becoming certified, you are helping 
internationalize health and fitness. ACSM is a 
global organization that I am proud to help 
lead. We are using our scientific knowledge, 

worldwide members, and certified professionals to globalize 
the field. By taking this certification, you are now part of 
ACSM’s global movement. You will be imparting the same 
knowledge and practices to your clients and patients as 
other certified professionals all over the world.
    Please read through all preparatory material and get 
acquainted with ACSM’s industry-standard certifications. We 
are glad you are considering joining ACSM, the world’s 
largest sports medicine and exercise science organization.
 Sincerely,

Barbara Ainsworth, Ph.D., MPH, FACSM
ACSM President, 2011-12

　こんにちは！　皆さんの健康およびフィットネスのキャリアにおいてこ
の重要な次のステップをご検討いただき、ありがとうございます。ACSM認
定のプロフェッショナルになるということは皆さんにとってとても有益な
ことです。認定されることにより、健康とフィットネスを国際的に普及する
一翼を担うことになります。ACSMとはグローバルな団体であり、それを
リードできることを私は光栄に思っています。私たちは、科学的知識、全世界
で活躍する会員（研究者）、そして認定プロフェッショナルの皆さんを通じて
世界にこのフィールドを拡げています。
　この認定を取得することで皆さんはACSMのグローバルなムーブメント
の仲間となり、クライアントや患者さんに世界中の認定プロフェッショナル
と同じ質の知識と技術を提供するのです。
　事前に送られる資料をしっかりと読んで業界のスタンダードである
ACSMの認定について学習してください。世界最大の運動生理・運動科学の
団体への参加を検討いただき嬉しく思います。
 敬 具

バーバラ・エインズワース博士、MPH、FACSM
ACSM会長（2011-2012期）
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ACSM/HFS認定の受験条件と推奨される能力は次の通りです。
ご自身の知識、技術、能力がそれらを満たしているかを確認の上、チャレンジしてください。
受験条件：現在有効な心肺蘇生法（CPR）の認定と次のいずれかに該当することが必要です。
 ①健康に関連する分野の短期大学（専門学校含む）、大学、大学院（修士課程）の学位
 ②健康に関連する分野の短期大学（専門学校含む）の2年生または大学3年生以上の者
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 ②健康・フィットネス分野に関連した仕事の経験
 ③危険因子、健康状態の査定、フィットネス評価、運動処方における十分な知識と技術
 ④個人の身体機能を向上させるための適切で新しい身体活動を紹介する能力
 ⑤個人の生活様式を改善するための効果的な教育またはカウンセリングを行う能力
 ⑥機能解剖学、運動生理学、栄養学、危険因子の確認、生活様式改善方法、障害予防を含めた運動科学の知識
方　法：ピアソンビュー社公認テストセンターにてインターネット上で受験するCBT方式

※事前に（社）日本フィットネス協会にて受験バウチャーの購入（40,000円）が必要（発行日より1年間有効）
出　題：10領域におよぶKSAに基づき、選択式問題がおよそ125～150問
時　間：3時間30分
再受験：再受験が必要な方は、試験結果通知書に再受験バウチャー番号が表示されます。再受験者は、最初の試験から15日以降に受験が可

能です。約US＄150

鶴見　幸子 （社）日本フィットネス協会　理事長
深代　泰子 （社）日本フィットネス協会　常務理事、
 ヘルス＆フィットネスコーディネータ

日本実施委員会
橋本　　勲 大妻女子大学　教授（FACSM）
宮下　充正 東京大学　名誉教授（FACSM）
鶴見　幸子 （社）日本フィットネス協会　理事長

ワークショップ講師
有吉与志恵 日本体調改善運動普及協会　会長
今井　恭子 早稲田大学　非常勤講師
朽木　　勤 （財）明治安田厚生事業団　ウェルネス開発室　室長
田中　茂穂 独立行政法人　国立健康・栄養研究所　健康増進研究部　エネルギー代謝研究室　室長
橋本　　通 昭和大学　教授　藤が丘リハビリテーション病院　健康スポーツ内科　医師
深代　泰子　ヘルス＆フィットネスコーディネータ、 （社）日本フィットネス協会　常務理事 
若吉　浩二 びわこ成蹊スポーツ大学　教授
HFSトレーナー

受付

ACSM日本実施委員会挨拶・
オリエンテーション

【1】 ACSM/HFSに求められるもの

【2】 運動前のスクリーニングと
 危険因子の確認と実習

昼休み

【3】 ヘルスフィットネスプログラミング
 概論（HF＆SP.P）

【4】-1 測定実技① 身体作業能力
【4】-1 測定実技② 筋力・筋持久力・柔軟性
【4】-1 測定実技③ 身体組成

  8:45～  9:00

  9:00～  9:20

  9:30～10:30

10:45～12:45

12:45～13:45

13:45～15:45

16:00～19:20

15

20

60

120

60

120

200

分時　間 内　容

1
日
目
　
10
月
24
日（
月
）

受付

【5】 病態生理と危険因子

昼休み

【6】 運動生理学

【7】 プログラム管理

【4】-2 測定実技

  9:15～  9:30

  9:30～11:30

11:30～12:30

12:30～14:30

14:45～15:45

16:00～17:50

30

120

60

120

60

110

2
日
目  

10
月
25
日（
火
）

受付

【8】 行動心理

【9】 代謝計算

昼休み

【4】-3 測定実技の確認

【10】 プログラミング実習
 （ケーススタディ）

【11】 試験方法・対策

  8:45～  9:00

  9:00～10:00

10:15～12:30

12:30～13:30

13:30～15:00

15:15～16:15

16:30～17:30

15

60

120

60

90

60

60

3
日
目
　
10
月
26
日（
水
）

　今、あなたは更にステップアップを目指そうと考え
ていますか?
　ACSM（アメリカスポーツ医学会）は、ヘルスフィッ
トネスのプロフェッショナルを最初に認定、世界44ヶ
国で25000人以上を認定し、健康・フィットネスの分野
また臨床分野の資格で業界を常にリードしています。
その信頼度は業界の他認定団体もこのACSMのガイド
ラインを使用していることからも伺えます。ACSM認
定HFS（ヘルスフィットネススペシャリスト）はその中
でも上級のパーソナルトレーナーと認識され日本で

も、予防医学的な側面から運動処方に関わりをもった資格として高い評価を得ています。
　ACSM/HFS教習ワークショップは、求められるKSA（知識・技術・能力）のエッセンスを凝縮して学
べ、全国各地・多分野でリーダーとして活躍する多くの先輩HFSが実技指導に当たるなど今後の活動
のネットワークを広げる良い機会でもあります。
　健康運動指導の分野での活動を望む体育系学生、健康体力づくりの指導に活動を広げたいパーソナ
ルトレーナー、プログラムの立案・管理者の方など日本で唯一開催が許可されているこのワーク
ショップを逃すことなく、HFS資格取得を是非目指してください。

ACSM認定

ヘルスフィットネス
スペシャリストに
なりませんか？

　ACSM HFSを第1回目
に取得して、随分と試験内
容が変化していますが、最
初から脈々と息づいてい
る考え方が、私の現在の指
導スタイルに大きな影響
を与えています。
　ACSMの論理だってい
る運動処方の考え方を、日
本人の健康つくりにあて
はめて指導しています。特
にクライアントの状況把
握や有疾患者に関しても、

ドクターと連携などの指針になっています。
　また、この資格を持っているという事が、何
よりも、自分の自信につながっています。また、
この講習で得た全国の仲間との情報交換は、私
の大きな刺激です。

出身校：日本体育大学　体育学部　体育学科

有吉 与志恵

　私がHFSを取得してか
ら20年弱になります。い
つも感心させられている
のは、HFSの取得者は常に
高い知識レベルを持ち、ま
た勉強熱心。業界でも最先
端で活躍されている指導
者が多いことも特徴のひ
とつではないでしょうか。
パーソナルトレーナーと
して多くのクライアント
を指導させて頂き、またセ
ミナー等で講師活動させ

て頂く中で思うことは、HFSは常に変化してい
く指導現場で確実に適応しているという点で
す。クライアントであるプロアスリート、
フィットネスインストラクター、リスクをもた
れている一般人。どのシーンにおいてもHFS
で得た最先端の情報は安心した指導に繋がっ
ていると思います。

出身校：中京大学　体育学部体育学科

鋳山　和裕

　私は、健康づくりプロ
グラムの開発をしていま
す。健診からはじめる健
康づくりとして、より早
めの生活習慣病予防を提
案していますが、最近は
リスクファクターの改善
だけでなく、さらにその
先の動脈硬化をみる “血
管フィットネス”を検討
しています。そのベース
にあるのは、世界中でバ
イ ブ ル と さ れ て い る

ACSMのガイドラインです。ACSM/HFSは、
最新の知識と確かな技術を認められた、いわば
“世界標準の専門家”といえます。私にとって
の、この資格はクライアントの信頼とともに、
素晴らしい仲間を得たことでもあると思って
います。

出身校：東京学芸大学　教育学部
東京学芸大学大学院　東亜大学大学院

朽木　勤
（財）明治安田厚生事業団
ウェルネス開発室 室長
博士（学術）
教育学修士
健康科学アドバイザー

日本体調改善運動
普及協会　会長
JAFA 代議員
JCCA スーパーバイザー

パワートレーナーズ代表
ゴールドジムオフィシャル
パーソナルトレーナー
ツアープロゴルファー
帯同トレーナー

いかけやま かずひろくち ありよし よ し えき つとむ

Greetings! Thank you for considering this 
important next step in your health and 
fitness career. Becoming an ACSM-certified 
professional will be invaluable to you – and 
through becoming certified, you are helping 
internationalize health and fitness. ACSM is a 
global organization that I am proud to help 
lead. We are using our scientific knowledge, 

worldwide members, and certified professionals to globalize 
the field. By taking this certification, you are now part of 
ACSM’s global movement. You will be imparting the same 
knowledge and practices to your clients and patients as 
other certified professionals all over the world.
    Please read through all preparatory material and get 
acquainted with ACSM’s industry-standard certifications. We 
are glad you are considering joining ACSM, the world’s 
largest sports medicine and exercise science organization.
 Sincerely,

Barbara Ainsworth, Ph.D., MPH, FACSM
ACSM President, 2011-12

　こんにちは！　皆さんの健康およびフィットネスのキャリアにおいてこ
の重要な次のステップをご検討いただき、ありがとうございます。ACSM認
定のプロフェッショナルになるということは皆さんにとってとても有益な
ことです。認定されることにより、健康とフィットネスを国際的に普及する
一翼を担うことになります。ACSMとはグローバルな団体であり、それを
リードできることを私は光栄に思っています。私たちは、科学的知識、全世界
で活躍する会員（研究者）、そして認定プロフェッショナルの皆さんを通じて
世界にこのフィールドを拡げています。
　この認定を取得することで皆さんはACSMのグローバルなムーブメント
の仲間となり、クライアントや患者さんに世界中の認定プロフェッショナル
と同じ質の知識と技術を提供するのです。
　事前に送られる資料をしっかりと読んで業界のスタンダードである
ACSMの認定について学習してください。世界最大の運動生理・運動科学の
団体への参加を検討いただき嬉しく思います。
 敬 具

バーバラ・エインズワース博士、MPH、FACSM
ACSM会長（2011-2012期）



教習ワークショップ申込方法教習ワークショップ申込方法 教習ワークショップ申込方法会場のご案内

■小田急線『参宮橋駅』下車　徒歩約7分
■地下鉄千代田線『代々木公園駅』下車　徒歩約10分
　　　　　　　　　　　　　〔代々木公園方面出口〕
■京王バス 新宿駅西口（16番）より 
　　　　　 渋谷駅西口（14番）より 『代々木5丁目』下車

2011 October 24-26
AMERICAN COLLEGE of SPORTS MEDICINE 

CERTIFIED HEALTH FITNESS SPECIALIST

第25回 ACSM ヘルスフィットネススペシャリスト
教習ワークショツプ 参加申込書

キリトリ線

氏　名
（漢 字）

現住所

英語表記
（ブロック体）

主な活動

勤務先
（学校名）

最終学歴
学校名・学部・専攻

所有資格カテゴリ
（該当にチェック□と認定番号）

振 込 金 額 ： 合 計 円 を　　　　月　　　　日に振込みます。

電話番号

緊急連絡先メール
アドレス

生年月日
ふりがな

写　真

4.0×3.0cm
顔写真添貼付

姓

（自宅）

名称

住所

電話番号

（携帯電話）

〒　　　　　　‒

〒　　　　　　‒

名 /         / 19

（　日　/　月　/  西暦  ）

申込み
（該当に□）

□教習ワークショップのみ 60,000円
□教習ワークショップ＋受験バウチャー購入 100,000円

都・道
府・県

市・区
町・村

様
@

電話番号

□ 健康運動指導士 （ ）
□ 健康運動実践指導者（ ）
□ ADI・AQUA （ ）
□ その他 （ ）

宿　泊 （希望日にチェック□）　1泊食事なし@3,000円。 男女別
□10月23日（日）　□10月24日（月）　□10月25日（火）　　計　　　泊×3,000円=　　　　　　　 円
※宿泊は、男女別で相部屋になることもあります。宿泊室は、清掃・整頓をはじめすべてセルフサービスで、浴室・トイレも共同利用と
なります。その他宿泊生活に関する規則が決められています。詳細は、会場HPをご覧ください。尚、部屋数に限りがありますので、
申込順に承ります。

※食事は、各自でご用意ください。カフェテリア、レストラン、喫茶室、売店などが利用できます。

キ
リ
ト
リ
線

電話で予約してください。
7月26日（火）　10：00～受付開始
薔0120-987-939（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 10：00～16：30（土・日・祝日はお休み）
受付締切：10月14日（金）

電話予約後10日以内に参加申込書を郵送にてお送りください。
パンフレット又はJAFA HPよりダウンロードした「参加申込書」に必要事項を
記入し、下記宛てご送付ください。
〒113-0033 東京都文京区本郷2-8-3　天野ビル4F
（社）日本フィットネス協会　ACSM係

電話予約後10日以内に参加費をお振込みください。
※振込手数料はご負担ください。
※企業名でお振込みされる際は事前にご連絡ください。
※参加費をお振込み後のキャンセルは致しかねますのでご注意ください。
　■振込先：三井住友銀行　神田支店　　当座預金：No.262856
　■口座名：社団法人　日本フィットネス協会

受講票が届きます。（9月下旬頃より）当日、必ずご持参ください。

アクセス

1

2

3

4

第25回
ACSM HFS
（ヘルス/フィットネス スペシャリスト）
教習ワークショップ

ACSM HFS
（ヘルス/フィットネス スペシャリスト）
教習ワークショップ

ACSM HFS
（ヘルス/フィットネス スペシャリスト）
教習ワークショップ

主幹●AMERICAN COLLEGE of SPORTS MEDICINE
主催●社団法人  日本フィットネス協会
協賛●セノー株式会社

独立行政法人
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成23年10月24日［月］・25日［火］・26日［水］
会
場


