
主催：社団法人日本フィットネス協会
後援：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：大塚食品株式会社、株式会社ギムニク、NPO法人NSCAジャパン、NPO法人日本ウェーブストレッチ協会、アディダスジャパン株式会社リーボックジャパン、
　　  ベンゼネラル株式会社、株式会社コスモ計器、株式会社ブラボーグループ、株式会社エステプロ・ラボ、株式会社THINKフィットネス、ミズノ株式会社
協力：NPO法人日本Gボール協会、財団法人日本コアコンディショニング協会、一般社団法人日本マタニティフィットネス協会、 AFAA JAPAN、NESTA JAPAN、
　　  住友不動産エスフォルタ株式会社

会　場：新宿区立新宿スポーツセンター 開催日：2011年10月17日（月）～18日（火）
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  会場のご案内会場のご案内
※お問い合わせはすべてJAFAフォーラム事務局
（7® 0120-987-939）まで
※フォーラム開催中連絡先　090-8645-7844
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〒169-0072�東京都新宿区大久保3-5-1
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�東京メトロ副都心線西早稲田駅下車出口3より
徒歩5分

交通案内

新宿スポーツセンター

講座コード 時間 講座種類 講座
形態 一般料金 会員料金

健康運動実践指導者／健康運動指導士 ACSM
/HFS

JAFA/ADI
JAFA�AQUA
教育単位

AFAA
実習 講義

L 60分 レッスン 実習 3,000円 2,500円 1.0単位 ─ 1.0単位 0.5単位 0.5単位

RL 60分 リーボック
スペシャルレッスン 実習 2,000円 1,000円 1.0単位 ─ 1.0単位 0.5単位 0.5単位

SW
5、14、31

90分 JAFAセレクトプログラム 実習 4,000円 3,500円 1.5単位 ─ 1.5単位 1.5単位 1.5単位5、14、31以外 ワークショップ 1.0単位 1.0単位
W 120分 ワークショップ 実習 4,500円 4,000円 2.0単位 ─ 2.0単位 1.0単位 1.0単位

KW 120分 ワークショップ 講義＆実習 4,500円 4,000円 1.0単位 1.0単位 2.0単位 1.0単位 1.0単位

LW 180分 ワークショップ 実習 7,000円 6,000円 3.0単位 ─ 3.0単位 1.5単位 1.5単位

LK 180分 ワークショップ 講義＆実習 7,000円 6,000円 1.5単位 1.5単位 3.0単位 1.5単位 1.5単位
※各講座の付与単位となります。

講座参加費／各種資格における取得可能単位数

日本フィットネス協会
正会員募集中！

　昨年に引き続き2回目の開催となる「JAFA CONDITIONING FORUM」は、コンディショニングエクササ
イズにスポットを当てた新しい形のフォーラムです。2日間、多様多種にわたるコンディショニングクラス
を各分野の一流講師が担当します。
　専門としている分野の力を伸ばしたい方や、コンディショニングに興味を持ち始め、新たな指導分野を開
拓したい方などにも対応できる講座を多数取り揃えました。また、参加者同士の情報交換ができる場として
「FORUM café」や、協賛各社のブース出展・サンプリング配布等も行います。情報収集の場としてもご活
用ください。皆様のさらなるステップアップの場としてお楽しみください。ご参加を心よりお待ちしており
ます。

■上記以外の団体の教育単位認定講座について

日本Gボール協会教育単位認定講座（90〜120分につき1単位） LW-17、LW-19（1P）、W-27、W-35

NSCA�CU教育単位認定講座（1時間につき1単位） W-41、LW-42

日本マタニティフィットネス協会教育単位認定講座（1時間につき1単位） W-39

　㈳日本フィットネス協会=JAFAは、フィットネスエクササイズの
普及と発展を目的とした厚生労働省所管の公益法人です。様々な分
野、多岐にわたる専門家・団体とのつながりは業界屈指で、公的機
関からも長年の実績を認められています。インストラクター、トレー
ナーとして長く活動・活躍していただくためにサポート、特典を用
意しているJAFAで「国民の健康づくり」に貢献しましょう。

※JAFA認定資格を有さなくても会員に加盟することができます。

※特典の一例：講習会会員料金（同時入会で今回より適用）

★会員特典は様々、詳細はHPをご覧下さい。

日本フィットネス協会 検  索検  索

JAFAに加盟する
フィットネスインストラクターとしての誇りを胸に、

ブラッシュアップ!!
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　フォーラムに参加される皆様に、会場でより快適に過ごしていた
だくお手伝いをする、フォーラムサポートスタッフを募集します。

仕事内容 		JAFAフォーラム運営業務の補助
参加者の会場案内、各講座会場の受付・準備

特　典 	
★交通費実費支給（上限往復2500円）／昼食支給
★�JAFA�CONDITIONING�FORUM�2011で、担当日以外の1
日全てのセッションを受講もしくは見学を許される
“support�staff�pass”を発行します。
　※�ADI/JAFA�AQUA教育単位は2講座分まで付与（要事前予
約）。但し、他団体の資格継続単位は付与されません。

ご興味のある方は、詳しい要項を送付いたします。必要事項を
明記のうえ、郵送・FAX・E-mailにてお申込みください。要項は、
JAFAホームページからもダウンロードできます。

必要事項 �氏名、住所（郵便番号）、Tel/Fax/E-mail

応 募 先 ��〒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　

� フォーラム事務局サポートスタッフ係
� Fax:03-3818-6935
� E-mail:info＠jafanet.jp　http://www.jafanet.jp

申込締切 �平成23年10月3日（月）

サポートスタッフ大募集！！
特典：担当日以外のワンデーフリーパスをプレゼント！！

カテゴリー別プログラム

タイムテーブル

JAFAセレクトプログラム　〜JAFA推奨プログラム〜
公募プログラム
コンディショニング系ワークショップ
コンディショニング系レッスン
高齢者指導向けプログラム
レジスタンス系プログラム
ストレッチ系プログラム
ピラティス
ヨーガ
座学+実習の集中型プログラム
アクアプログラム

スタジオA W-1��小林　俊夫
骨盤の歪み×腰痛改善アプローチ

W-2��川名　昌代
フレッチャー・ピラティスⓇA B C
ティーザー　マジックサークル

W-3��谷　春代
シニアのための体幹安定エクササイズ

スタジオS W-4��小出　依子
BOSU	ファンクショナルトレーニング

Cross	
Fit

SW-5��木ノ下　憲子
自己への気づきを促すヨガ

W-6��山田　多佳子
すぐ使える『ポーズが綺麗にできる
コツを伝授』

体験！
ウェーブ
ストレッチ

大会議室 W-7�ジェレミー・チャンス
BODY	CHANCEの「やらない方式」
〜アレクサンダー・テクニーク〜

SW-8		牧直弘
ウェーブストレッチ

KW-9��谷　佳織　トラヴィス・ジョンソン
コアコンディショニング再考

W-10��有吉　与志恵
骨盤・股関節コンディショニング

小体育室 W-11��竹井　伯夫
グランディング

L-12��井出��由起
TRY	BALLETONE
powered	by	adidas

L-13��竹ケ原��佳苗
ポルドブラ

SW-14��倉方　てる美
ヒップリフティング

第一武道場 W-15��中村　尚人
ヨガでどう身体を鍛えるか

W-16��齊藤　邦秀
元気高齢者のパーソナル
コンディショニング指導法

LW-17��高　順姫　※Gボール2P
シンプルに効果を出す！ミニボールエクササイズ

第二武道場 W-18		小山内　映子
高齢者グループコンディショニング
指導

LW-19��小谷　さおり　※Gボール1P
グループコンディショニング指導の基本テクニックと
指導バリエーション

W-20��小林　亨
ペルヴィスⓇ・ウォーク

プール SW-21	寺本　強
ゼロから始める
アクアヨーガ

SW-22��古橋　明子
高齢者も楽しめる
サーキットトレーニング

L-23��柿島��由香
A Q U A 	 w i t h	
Pilates＆Ballet

SW-24	�藤田　麻里
アクア・タッチ　ボディケア

L-25��奥山　彰
ボールを使った
水中機能改善運動

10月17日（月） � 10:00� 10:30� 11:00� 11:30� 12:00� 12:30� 13:00� 13:30� 14:00� 14:30� 15:00� 15:30� 16:00� 16:30� 17:00� 17:30� 18:00

スタジオA W-26��小林　俊夫
姿勢に合わせたピラティスの
プログラミング法

W-27��長谷川　聖修
※GボールGS各1P
転ばぬ先の杖は「転ぶ」こと？！

W-28��建部　弥恵
BASI	OverBall	Flow	Class

スタジオS W-29��大森　大
からだ改革宣言！！

Cross	
Fit

W-30��三浦　徒志郎
心身リラックスヨーガ

SW-31�中村　眞二
ダイナクスを用いたスタン
ディングコンディショニング

大会議室 KW-32��成瀬　貴良
ヨーガの真髄

LK-33��石井　完厚
絶対に知っておきたいコア系コンディショニングの基礎

W-34��小林　邦之
身体重心別ダイエットメソッド

小体育室 W-35��尾陰��由美子��※Gボール1P
椅子に座って機能改善体操

体験！
ウェーブ
ストレッチ

RL-36		本橋		恵美
体幹トレーニング
の定義と実践

L-37��尾陰��由美子
下肢のためのセルフ
コンディショニング

L-38	�伊藤��まどか
OXIGENO
（オキシジェノ）

第一武道場 W-39��石井　千恵
もっと深く高齢者のからだのことを
理解しよう！

LW-40��モートン・ディスマー
フランクリン・メソッド

第二武道場 W-41��阿部　良仁
下肢の筋バランスチェックと
ペアストレッチ

LW-42	�阿部　良仁
自体重を活かしたレジスタンストレーニング（基礎編）

10月18日（火） � 10:00� 10:30� 11:00� 11:30� 12:00� 12:30� 13:00� 13:30� 14:00� 14:30� 15:00� 15:30� 16:00� 16:30� 17:00� 17:30� 18:00
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SW-5

木ノ下　憲子 17日（月）
13：30〜15：00

　この講座では、個々のあり方を尊重する「クリパルヨガ」を体験していただきます。快適なポジションを探り
ながら、時間をかけてアーサナ（ポーズ）をとる体験は自己探求そのものです。自由に動き、五感を使って身
体の感覚に注意を向ける事で、自分自身の気づきが得られるでしょう。感じ方や形が人と違う事を恐れず認め、
そして受け入れる事で自己肯定感も満たされます。心身の調和を取り戻すためには、まず無意識に抑圧されて
いる緊張を解放する事が鍵となるのです。身体が硬い方、指導経験がないという方もお気軽にご参加下さい。

自己への気づきを促すヨガ
〜緊張からの解放〜

JAFA/ADD、ADE
米国クリパルセンター公認ヨガ教師

SW-8

牧　直弘 17日（月）
12：15〜13：45

　ウェーブストレッチとは人間本来のボディアーチをリメイクするために、気功太極拳・ダンスの
ウェービングのストレッチのしなやかな動き要素を取り入れ考案したオリジナルエクササイズで
す。ウェーブストレッチリングのセルフマッサージで、アウターマッスルを無理なくほぐし、イン
ナーマッスルを活性化させ、柔軟性向上や足指のアーチ・背骨のS字アーチの動きを引き出し、バ
ランス能力の向上など心地よい動きを体感できます。

ウェーブストレッチ
〜伸びやかなボディアーチリメイク〜

NPO法人日本ウェーブストレッチ協会　理事長
㈲MAKIスポーツ　代表取締役

W-4

小出　依子 17日（月）
10：00〜12：00

　BOSUトレーニングの本質は、身体を再形成している神経を鍛える一方で動作能力を高めること
です。半球形のドームを使用し、総合的な動作への挑戦を通じて、身体的なバランスを向上させる
ことが脳や筋肉、神経のつながりにインパクトを与えることになる、という考え方により、こうし
たつながりによってスポーツやレクリエーション、日々の仕事などを含む広範囲の活動におけるパ
フォーマンスを向上させることを目指します！

BOSU�ファンクショナルトレーニング
〜脳や神経、筋肉にインパクトを与えるポジティブな方法 !! 〜

BOSUマスタートレーナー
FTP教育ディレクター

W-1

小林　俊夫 17日（月）
10：15〜12：15

　骨盤のニュートラルポジションが崩れ、筋－筋膜性腰痛で苦しむ方が多くいらっしゃいます。骨
盤や姿勢の歪み方により筋肉のバランスは異なり、効果的なアプローチ法は異なります。基本的な
骨盤の見方や筋肉のバランスを解説後、実際にペアで骨盤をとり合い、更にストレッチポールなど
のツールを用い、歪みに合わせた効果的な腰痛のコンディショニング法をご紹介する120分のセミ
ナーです。

骨盤の歪み×腰痛改善アプローチ
〜骨盤の歪みに合わせた効果的な腰痛改善法〜

Style Reformer
鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師

SW-14

倉方　てる美 17日（月）
16：00〜17：30

参加者の多くを占める幅広い年齢層の女性をターゲットにした、ヒップアップを目的としたコン
ディショニングクラスです。ステップ台を使用し可動域を広げながら、より良いコンディショニン
グクラスの指導をする為には、機能解剖学の知識と個人差に対応が出来る強度，難度のコントロー
ルができ、モチベーションを高く維持させるテクニックが必要です。このワークショップでは、エ
クササイズの実際とドリルを通して、現場ですぐに役立つ指導力を身につけていただきます。

ヒップリフティング
〜台を使った　お尻改善プログラム〜

JAFA/ADD、ADE
健康運動指導士

SW-31

中村　眞二 18日（火）
16：00〜17：30

　日常生活動作中の「立位姿勢」および「歩行動作」の改善効果をもたらす為には、①立位での骨・関節
系の評価　②座位や臥位・逆位などの運動アプローチ　③仕上げとして立位での実践的運動アプローチ〜
効果確認、を行う事が理想的と言えます。ダイナクスは、上記③の領域をカバーする画期的なプログラム
です。通常の立位では得づらい身体フィードバックを独特のキネティックチェーンを用いる事で「立位姿
勢と歩行動作の改善効果」を引き出していきます。その独創的エクササイズの数々をご体験ください。

ダイナクスを用いたスタンディングコンディショニング

JAFA/ADD　東京代議員
ルネサンスシニアエグゼクティブアドバイザー

JAFAセレクトプログラム　〜JAFA推奨プログラム〜

公募プログラム

コンディショニング系ワークショップ

お楽しみプレゼント抽選会
FORUM会場にて「お楽しみプレゼント抽選会」を開催します。
JAFA�FORUM招待券や書籍など、何が当たるかは、お・た・の・し・み！
会員お一人様１回抽選ができます。JAFAの会員証をお持ちの上、総合案内にお越しください！！

JAFA会員　特別先行予約受付
一般の受付開始日に先駆けて、JAFA会員のみ“先行予約”を受け付けます。

　JAFA会員先行予約開始　9月1�日（木）　10：00〜16：30

JAFA	会員特典！！ JAFA�FORUMにご参加いただくJAFA会員の方へ特典を
ご用意しました。皆様のご利用をお待ちしております。

※詳しくは参加申込方法をご覧ください。
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W-10

有吉　与志恵 17日（月）
16：15〜18：15

　股関節・骨盤を整えるコンディショニングです。「最後の骨盤（講談社）」「脚とじダイエット（フォレスト出版）」
で書籍になった内容を、実際の指導現場の様子も交えお伝えします。脚はエクササイズには重要な部位です。脚の
動き（股関節）が骨盤を動かし、背骨にまで影響を与えます。脚がちゃんと動かせると、真っすぐで綺麗な脚が手
に入り、脚が正しく動くことで、エクササイズの効果も効率よく歩くようになります。骨盤・股関節・膝・足首の
連動動作もスムーズになります。パーソナル指導にも、グループ指導にも使えます。タオルをお持ちください。

骨盤・股関節コンディショニング
〜美しい脚・動ける脚を手に入れる為に〜

NPO法人日本体調改善運動普及協会（NCA） 会長
ACSM/HFS

W-20

小林　亨 17日（月）
16：15〜18：15

　日常動作やスポーツ等の癖が強調されたのが“歪み”の原因。この“歪み”を改善するのがペル
ヴィス・ワークですが、同時に、日常動作を改善する必要があります。日常動作の立ち居振る舞い、
特に“歩く”に焦点をあてた内容です。日常動作の改善は活動代謝をあげる要となることでしょう。

ペルヴィスⓇ・ウォーク
〜活動代謝をあげる要〜

スタジオ・ヨギーエグゼクティブディレクター
ビューティ・ペルヴィスⓇプログラムディレクター

W-7

ジェレミー・チャンス 17
日（月）

10：00〜12：00

　フィットネスと心身の全般的な健康に一番大事なことは「やらなくてよいこと」を見つけることです。
BODY CHANCEで身につくのは、「やらない方式」。誰でも自然が設計してくれたパーフェクトな身体と動
きを持っていますが、様々な動きや力みの癖を身に付けてしまい、肩凝りや腰痛や慢性の怪我を誘発し、な
かなか思い通りに動いてくれないことにつながっています。良い姿勢も柔軟性も痛みの解消も、全ては癖や
余計な力みを「やめる」ことから得られます。その「やめる方法」を提供できるのが、BODY CHANCEの
アレクサンダー・テクニークです。この講座では、最新の運動生理学的研究の成果も紹介していきます。

BODY�CHANCEの「やらない方式」〜痛みと緊張を解き、ラクに動く〜
〜健康とフィットネスの最先端コンセプト「アレクサンダー・テクニーク」〜

BODY CHANCE 代表＆教育ディレクター

LW-17

高　順姫 17日（月）
15：15〜18：15

　そのエクササイズを行う理由と、効果を実感できる指導法を伝えることで、指導者としてお客さ
まから信頼を得ることができます。ミニボールを使う最大の利点である「転がす」「つぶす」要素
を使い、動かすべきところをもっとよく動かせるように、また安定に必要な可動性と安定性複合の
エクササイズをご紹介します。後半は、グループエクササイズのサンプルレッスンを体験していた
だきます。皆さんのレッスンプランにお役立てください。コンディショニングクラス全般、ボール
を使ったエクササイズ指導現場において説得力ある指導を目指す皆さん！ぜひご参加ください。

シンプルに効果を出す！ミニボールエクササイズ
〜肩・股関節の可動域と体幹の安定〜

JAFA　理事
NPO法人日本Gボール協会　理事

W-11

竹井　伯夫 17日（月）
10：15〜12：15

　「浮足立つ」という言葉がありますが、この状態は不安定で、身体全体がよい機能を発揮できな
い状況です。裏を返せば、地に足がついた状態「Granding」した状態は、安定を生み出します。
身体の土台である足が、よいコンディショニングで正しく働けば、コアにスイッチが入り、身体全
体の機能が高まります。「足裏の無駄な力を抜く⇒全身のリリース」「足の正しい配置と足底の引き
上げ」「応用トレーニング Grandingした安定感のある身体」を体感しましょう！

グランディング
〜足底の機能向上の為のコンディショニング〜

コンディショニングスタジオMOVESオーナー
ピラティス＆ジャイロトニックトレーナー

LW-19

小谷　さおり 17日（月）
13：00〜16：00

　グループコンディショニング指導の初心者や指導の基本を見直されたい方に受講頂きたい原点回帰講
座です。レッスンの継続参加を促すヒントを多角的なアプローチでご紹介します。

［主な内容］
•「からだの使い方」インプット＆アウトプットテクニック　•セルフコンディショニング（ツール使用）
•ステップ台をトレーニングベンチに代用したレベル別対応コンディショニング　•デイリーセルフケア等
明日から即実践できる内容満載です。体感型の習得を堪能ください！＊バンダナ ・シューズご持参ください！

グループコンディショニング指導の基本テクニックと指導バリエーション
〜基礎を固めて即実践！〜

一般社団法人日本セルフケアコンディショニング協会　代表
NPO法人日本Gボール協会　理事

W-29

大森　大 18日（火）
10：00〜12：00

　コアコンディショニングをこれから指導したい、もう一度基礎から学びたい方を対象に、スト
レッチポールの使い方を通して、正しいセルフコンディショニングの方法と身体の機能を合わせて
学んでいただけます。コアコンディショニングを基礎から学ぶことで子供からお年寄りまで幅広
く、グループ指導、パーソナル指導を問わず安全で効果的な運動指導が可能です。キーワードは『あ
りのままの姿へ還る』です。みなさん一緒に『からだ改革』を起こしましょう！！

からだ改革宣言！！
〜基礎から学ぶコアコンディショニング〜

㈶日本コアコンディショニング協会　A級講師
NSCA/CSCS

W-34

小林　邦之 18日（火）
16：00〜18：00

　ダイエットが成功する人、しない人には身体の重心点や運動方向に違いがありました。クライア
ントの重心点を操作して、前後・左右・回旋のうち最もダイエット効果の上がりやすい運動方向を
処方することにより短期間に効果を上げるメソッドを紹介します。具体例として、

（症例）内臓脂肪が多く開いた骨盤は踵重心となり前屈などの前後動作がしにくく、左右動作はやりやすい。
（処方）骨盤を閉めるストレッチと前後方向への運動を処方する。

身体重心別ダイエットメソッド
〜重心の違いでダイエット法は変わる。〜

均整術師
パーソナルトレーナー

W-35

尾陰　由美子 18日（火）
10：00〜12：00

　介護予防の運動として、オフィスでの簡単な体操として、お家で簡単にできる体操として、椅子と
ボールを使った機能改善体操の数々をご紹介します。今回は、特にクラスの導入部分での指導法から、
提供したエクササイズをその時の参加者のレベルやニーズに対応させていく方法を一緒に考えていき
ましょう！単にエクササイズを提供するのではなく、エクササイズを通して積極的に動くことに興味
を持ってもらえるようなトークや指導をご提案します。スポーツタオルを持参してご参加ください。

椅子に座って機能改善体操
〜体操の導入と展開方法〜

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　会長
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　体幹トレーニングへの視線は熱く、ニーズも増え続けています。しかし、「体幹」というワードは独り歩きしがち。この講義で
は、解剖学に基づいた「体幹」の定義を理解した上で、パフォーマンスアップのために本当に必要な「体幹」とは何か、トップア

スリートへの指導で得た知見から定義し
ます。さらに、複雑な体幹をどのように
クライアントにイメージさせ、効果的に
クライアントのパフォーマンスアップに
繋げる方法を随所に盛り込みながら、最
新の体幹トレーニングを実践していただ
きます。 

体幹トレーニングの定義と実践
〜本当に重要な「体幹力」を理解し指導するために〜

JAFA FORUM受講者サービスの一環として開催期間中の受講者なら誰でもご参加いただける、自由参加型の
レッスンです。

受講前後のウォーミングアップやクールダウンにご活用いただくと同時に情報収集としてぜひご体験ください。

※JAFA教育単位他各団体資格の教育単位取得対象講座とはなりません。

CrossFit

指導者としての情報収集に最新フィットネスプログラムの「CrossFit」をご紹介します。 
2011年あのリーボックジャパンがパートナーシップを結び、推奨するこのプログラム。 
JAFA FORUM初登場の“CrossFit”をこの機会にご体験ください。

内容：　○プレゼンター 大島男弥・Michael Schaal・Tina中茎
　　　　○会場／スタジオS
　　　　○参加費無料
　　　　○予約不要
　　　　○途中参加、途中退場可

17日（月）
12：30〜13：00

18日（火）
12：30〜13：00

自由参加型レッスン
FREE!!

Tina 中茎Michael Schaal大島男弥

リーボックスペシャルレッスン

本橋　恵美
全米ヨガアライアンス認定
WorkoutWorld認定
オーセンティックピラティス
インストラクター

RL-36
18日（火）
13：15〜14：15

体験！ウエーブリング

指導者としての情報収集に、最新ツールのウエーブリングエクササイズをご体感いただくととも
に、自身のボディケアにぜひお役立てください。

内容：　○10月17日（月）会場 スタジオS
　　　　　　　　　　　　プレゼンター 山田多佳子
　　　　○10月18日（火）会場 小体育館
　　　　　　　　　　　　プレゼンター 牧直弘
　　　　○参加費無料
　　　　○予約不要
　　　　○途中参加、途中退場可
　　　　○マットの数に限りがありますのでなるべくマイマットをご持参下さい。

山田多佳子

17日（月）
17：45〜18：15

18日（火）
12：15〜12：45

牧直弘
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　JAFA�CONDITIONING� FORUMをより満喫していただくた
め、1Fフリースペースにて、FORUM� caféをオープンします！
休憩や情報交換の場としてご利用ください。
　そして今回は、㈱エステプロ・ラボ協賛によるハーブティーを
お楽しみいただけます！全国1000以上のエステ・スパで取り扱
いの実績があり。リピーター続出のハーブティーをぜひお試しく
ださい。

　さらに！今回の出展ブー
スはこれまでと一味違いま
す。アパレル・シューズ・
ドリンク・CD・最新フィットネス体験などなど盛りだくさ
ん!!�ぜひお立ち寄りいただき、活動の情報収集にお役立てくだ
さい。
　カフェではハーブティー以外にもコーヒーやお茶、お菓子な
どをご用意しています。

Open	time

ほっと一息
憩いと語らいのスペース憩いと語らいのスペース

イメージ画

10月17日（月）11:00〜17:00　10月18日（火）10:30〜16:00
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L-12

井出　由起 17日（月）
13：00〜14：00

　adidasのサポートにより開発されたTRY BALLETONE powered by adidasは、初心者の方から
愛好者まで幅広い方々に安全に楽しく体験してもらえるよう工夫されています。「BALLETONE」
とは、フィットネス・バレエ・ヨガの３つの要素を含めた“フュージョン”系エクササイズです。コー
ディネーション（調整）、心肺機能の向上、柔軟性の向上、筋力の向上を目的としています。

TRY�BALLETONE�powered�by�adidas
〜足裏の感覚を呼び覚ます、ノンシューズワークアウト　バレトンに TRY!! 〜

TRY BALLETONE powered by adidas マスタートレーナー
FPmusicJAPAN 代表取締役

W-16

齊藤　邦秀 17日（月）
13：00〜15：00

　ロコモティブシンドローム（筋・腱・関節などの運動器の障害）の方が5000万人と言われている現在、
今後自立して生活の出来る「元気高齢者」を増やしていくことが重要と言われています。今回は、高齢
者が元気に余生を過ごしていくための身体パフォーマンスについてレクチャーし、様々な道具を使って
身体パフォーマンスを向上させていくノウハウを紹介していきます。現在高齢者のパーソナル指導をし
ていて壁にぶつかっている方、これから高齢者にパーソナル指導をしてみたい方はぜひご参加ください。

元気高齢者のパーソナルコンディショニング指導法
〜高齢者の日常生活のパフォーマンス向上のために〜

NESTA JAPAN　副代表/理事
㈲ウェルネススポーツ　代表取締役

W-18

小山内　映子 17日（月）
10：15〜12：15

　運動習慣のない高齢者を対象に、どこにでもあるタオルを使って、肩こり、腰痛を緩和できるコンディショニ
ングとストレッチをご紹介します。人口の６割が肩こりを感じていると言われ、その解消の１つは姿勢改善です。
そこで今回は背骨のS字を整える事を目的にタオル体操を使ってエクササイズを行います。高齢者の方に向けた
タオル体操ですが、エアロビクスクラスのストレッチのわずかな時間にも実施して頂けます。特別なツールを必
要としない、幅広い年代の方にも実践出来る内容です。※スポーツタオルをお持ちください。シューズ不要。

高齢者グループコンディショニング指導
〜高齢者でも続けたくなるタオルストレッチ〜

㈶体育施設協会トレーニング指導士
NPO法人日本Gボール協会　セミナーリーダー

W-27

長谷川　聖修 18日（火）
13：30〜15：30

　高齢者は、転ぶことを「怖い」と考えています。ですから、転倒予防は安定姿勢での筋トレが定番
になります。しかし、これだけでは実際に、つまずく、すべるといった不安定な状態での転倒予防に
はなりません。安全な範囲でアンバランスを生み出すGボール・JPクッション（高反発材）・バランス
ボード太鼓に身を預け、フワフワ・グラグラする感覚を楽しみながら、転倒という危機的状態に自然
に対応できるしなやかな動きの習得を目指します。「転ぶ」ことをネガティブに考えず遊びましょう！

転ばぬ先の杖は「転ぶ」こと？！
〜不安定は「怖い」でも「楽しい」　unbalance�is�fun!da-mental 〜

筑波大学大学院　教授
NPO法人日本Ｇボール協会　理事長

L-13

竹ケ原　佳苗 17日（月）
14：30〜15：30

　ポルドブラとは？ダンス、バレエ、姿勢のトレーニング、筋力と柔軟性の全てがひとつになった
コンディショニング系プログラムです。落ち着いた洗練された音楽に合わせながら、美しくエレガ
ントなコリオグラフィを流れるように動いていきます。ダンス経験の有無は全く関係なく万人向き
のプログラムです。ポルドブラによって、エレガントな動き方、そして機能的な身体の使い方を学
ぶ事が出来ます。今、人気急上昇、注目度大のポルドブラを是非一度体験してみて下さい。

ポルドブラ
〜ダンス、ボディ＆マインドの融合〜

アスリエ　エアロビクス　スーパーバイザー
ポルドブラ　マスタートレーナー

L-37

尾陰　由美子 18日（火）
14：45〜15：45

　股関節―膝関節―足関節の機能性を引き出すためのコンディショニングの方法を体験してみませ
んか？身近にあるチューブやボールなどを使って簡単に実践できるエクササイズをご紹介します。
局所的なレジスタンストレーニングではなく、動く・歩くための身体の連動を理解して、機能性を
引き出すためのレッスンの提案です。機能改善クラスのサンプルレッスンとしてご参加ください。

下肢のためのセルフコンディショニング
〜チューブとボールを使って〜

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　会長

L-38

伊藤　まどか 18日（火）
16：15〜17：15

　OXIGENO（オキシジェノ）はダイナミックストレッチ、ピラティス、ヨガ、バレエなどの要素を取り
入れた音楽に合わせて優雅に動くコンディショニングプログラムです。ねじりや回旋動作を中心にゆった
り動きながら、柔軟性、筋力、バランス感覚、呼吸の質を高め身体の連動性を養っていきます。一曲ごと
にフォーカスするべき部位と運動テーマが明確にあり、動きと呼吸を自覚的に意識しながら動くことで
身体に心地よい変化をもたらします。世界中で低体力者からアスリートにまで愛され、支持されているラ
ディカルフィットネス社のOXIGENOをこの機会にぜひご体験ください。※シューズは必要ありません。

OXIGENO（オキシジェノ）
〜新感覚！優雅に動くフルボディコンディショニング〜

ラディカルフィットネスJAPAN　チーフマスタートレーナー
㈲スポーツゲイト　シニアディレクター

コンディショニング系レッスン

高齢者指導向けプログラム

LW-40

モートン・ディスマー 18
日（火）

12：15〜15：15
　身体をよく使うには、もともとどのように動くようデザインされているかを知っておくべきです。フ
ランクリン・メソッドでは、身体に最も効果的に変化をもたらす〈ダイナミック・イメジェリー〉を用い、
参加者が経験しながら身につける解剖学を通じて生体力学を理解し、より効率とバランスのよい身体の
使い方を身につけます。今回は、肩帯、背骨、肋骨のムーブメントを学び、いかに付属骨格に緊張があ
ると体幹がオンにならないかを理解します。コアをオンにし、自然な存在感を身につけましょう。

フランクリン・メソッド
〜背骨、肩、肋骨の3Dイメジェリーを適用してダイナミックな胴体をつくる〜

フランクソン・メソッド　ジャパン　代表

W-3

谷　春代 17日（月）
15：45〜17：45

　運動が苦手というシニアの方にセルフコンディショニングの意識を持ってもらうためにどんなアプ
ローチをしていますか？この講座はシニアのために行うコアコンディショニングを体験・体感できま
す。イスで行う簡単な体操【いろは体操】。簡単な体操で、運動が苦手なシニアの方でも無理なく行え
ご自身のカラダを感じていただける体操です。日常でも自分のカラダに意識を持ってもらうアプロー
チ方法のヒントをお伝えいたします。ポイントは【坐骨】と【骨盤底筋群】です。シニアのための体
幹安定エクササイズとして骨盤底筋群感覚入力ツール「ストレッチポールOM」の体験も行います。

シニアのための体幹安定エクササイズ
〜坐骨・骨盤底筋群へのアプローチ〜

㈶日本コアコンディショニング協会マスタートレーナー
Ａ級講師
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LW-42

阿部　良仁 18日（火）
12：15〜15：15

　特別な器具を用いずに行う自体重を利用したレジスタンスエクササイズは、手軽にどこでも行え
ると同時に、日常動作や姿勢の改善などとも密接に関わるため、多くの現場で的確な指導が求めら
れています。本講座では、スクワット、ランジ、コアのスタビリティエクササイズ、プッシュアッ
プなどの代表的なエクササイズについて、安全で効果的な指導という観点から、まず適切な師範方
法を再確認し、そのうえで、重要な指導ポイントについて解説し、実習していきます。

自体重を活かしたレジスタンストレーニング（基礎編）
〜下肢・体幹・上肢の代表的な自体重エクササイズの師範と指導のポイント〜

NSCAジャパン　事務局長
NSCA/CSCS

W-41

阿部　良仁 18日（火）
10：00〜12：00

　足関節、膝関節、股関節の柔軟性や筋バランスは、姿勢や立ち座り、歩行などの日常動作のコン
ディショニングを考えるうえで非常に重要です。それぞれの関節の動きに直接関係する筋群の柔軟
性について、特別な機材を使用しないでチェックする方法と、チェックから得られた結果に応じた、
的確なペアストレッチ方法を実習します。ペアストレッチでは、特に、筋の起始と停止を考慮に入
れながら、安全に効果的に行うための重要なポイントを確認します。

下肢の筋バランスチェックとペアストレッチ
〜股関節を含む下肢の柔軟性チェックとそれに応じたペアストレッチテクニック〜

NSCAジャパン　事務局長
NSCA/CSCS

W-26

小林　俊夫 18日（火）
10：00〜12：00

　ピラティスのエクササイズにクライアントの身体を合わせるのではなく、クライアントの身体に
合わせて、効果的なエクササイズを選択します。基本的な姿勢の分類や評価の仕方、姿勢毎の筋肉
のバランスなどを機能解剖学に基づいてお伝えさせて頂くだけでなく、それぞれの姿勢や筋肉のバ
ランスに基づいた、効果的なエクササイズのプログラミング法をご紹介します。

姿勢に合わせたピラティスのプログラミング法
〜機能解剖学に基づく効果的な運動処方〜

PHI Pilates Master Trainer
Style Reformer

W-6

山田　多佳子 17日（月）
15：30〜17：30

　ナマステ！ヨーガクラスが安定してきた昨今、指導には工夫が必要です。もともとヨーガは、自分の
ために行い内観するものです。しかし、ポーズが綺麗に美しくできるとテンションがあがり、より前向
きな積極的な自分になり得ます。今の時代、エネルギー（プラーナ）『ビタミンyoga』が必要です！クラ
イアント（ゲスト）が実演するヨーガを今一歩踏み込んだあなたの指導で幸せオーラいっぱいにしてみ
ませんか？ヨーガ発祥の地、インド神話を添えてインド＆ヨーガの様子を写真でも見ていただきます。

すぐ使える『ポーズが綺麗にできるコツを伝授』
〜インドの息吹きを感じ…ワンランクアップを目指す指導者必見〜

JAFA/ADD
廣池ヨーガ　師範

W-2

川名　昌代 17日（月）
13：00〜15：00

　フレッチャー・ピラティスⓇの基礎であるフレッチャー・ファンダメンタルを体験するクラスです。
他のスタイルのピラティスにはない独特の呼吸方法と、スタンディングとセンタリングの方法を学ぶ
ことで、まっすぐに立つことを体感します。正しい体のアライメントを見る目を養い、より安全に運
動を行い、また指導をするのに役立ちます。マジックサークルのグループレッスンの実践をプラスし、
グループセッションでフレッチャー・ファンダメンタル（基礎）をどう使うのかも体験できます。

フレッチャー・ピラティスⓇABCティーザー　マジックサークル

ロン・フレッチャー・プログラム・オブ・
スタディ・ファカルティ

W-15

中村　尚人 17日（月）
10：15〜12：15

　ヨガはただポーズを取ってストレッチをしている訳ではありません。積極的に筋肉も動員して、動いて
ます。「静の中の動」とはどういう事か、ヨガをする事で身体は鍛えられるのか、解剖学と運動学の面から、
実践を通して解説していきます。ヒマラヤの奥地で耐え得る強靭な身体は、柔らかさだけでは不可能です。
柔軟さと強さ、両面を兼ね備えた身体が、統制された能力を発揮した、ヨガの求める本来の身体です。い
つものクラスのエッセンスに、身体を動かす筋肉を名前だけではなく是非、体験して感じて下さい。

ヨガでどう身体を鍛えるか
〜ストレッチではないヨガの側面〜

理学療法士
タクトエイト　代表

W-28

建部　弥恵 18日（火）
16：00〜18：00

　ソフトボールの特徴である弾力性と円形は、各エクササイズを行う際に特に使われるべき筋肉や
関節への意識を高めるために活用されます。バランス感覚、柔軟性、インナーマッスル強化、姿勢
改善そしてマインドボディ結合など、様々な効果のあるエクササイズを数多くご紹介いたします。
BASIメソッドの特徴である無駄のない動きを可能にする“Flow”も楽しみながら、全身ワークの
プログラミングを是非体感して下さい。

BASI�OverBall�Flow�Class
〜ボールを使って流れる動きの中で自分の身体と会話をしよう！〜

Body Arts & Science International（BASI）
チーフインストラクター

W-39

石井　千恵 18日（火）
10：00〜12：00

　クリエイティヴな高齢者指導を展開するためには、高齢者の身体特性について、さらに理解を深め
ることが欠かせません。さらに、その特性をただ数値の羅列でなく、同時にどのように変化が言語化
されて指導者にフィードバックされるかなど、実際の指導の現場でおこりうるケーススタディを通じ
て、本当の知識として獲得して頂く。それがこの講座の目的です。グループ指導からパーソナルトレー
ニングまで、マルチに指導ができる逸材になるために、まずは基礎から学んでみましょう。

もっと深く高齢者のからだのことを理解しよう！
〜高齢者の身体特性　基礎知識〜

JAFA/ADD、ADE
清心会藤沢病院　企画調査室長

レジスタンス系プログラム

ストレッチ系プログラム

ピラティス

ヨーガ
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W-30

三浦　徒志郎 18日（火）
13：30〜15：30

　身体効果だけでも十分に健康増進に役立つと注目されるヨーガに、瞑想的要素を取り入れ、心身
の両面からアプローチしていくと、さらに心の安定と安らぎを得るツールとなります。この講座で
は「心を体に向けての気づき→呼吸の誘導による体と心の統合→心身をリラックスさせる」を学習
します。瞑想とはどういうもので、ヨーガのレッスンにどのように取り入れるのか、また日常にど
のように活かせるのかを学んでいきます。ヨーガ指導の幅を拡げるための活路にしてください。

心身リラックスヨーガ
〜瞑想的アプローチの取り入れ〜

クリパルセンター公認クリパルヨガ教師
鍼灸師

KW-9
谷　佳織
トラヴィス・ジョンソン

17日（月）
14：00〜16：00

　近年「コアコンディショニング」がキーワードとなりましたが、その言葉だけが
先行している現実があります。重力下で活動する人体にとって背骨や骨盤が安定さ
せられる能力を持つことは重要で、その安定を確保するにはコア単独の強化に留ま
ることなく、全体の繋がりとしての機能的なコンディショニングが必要となりま
す。実技では体幹の筋群を中心に今までのコアトレーニングとは違う新しいエクサ
サイズの切り口で目からウロコ確実！講義＆実技でじっくり学びましょう！

コアコンディショニング再考
〜重力下での体幹の働きを理解し実践に活かしましょう！〜

谷　佳織：Gray Institute/FAFS、ACSM/HFS
トラヴィス・ジョンソン：Ph.D.

SW-21

寺本　強 17日（月）
10：00〜11：30

　今回のワークショップでは、アクア指導にヨーガを取り入れたい方向けに『アクアヨーガの指導法』を
提案致します。陸上でバランス系（立位）のポーズを行なう場合、高齢者にとっては転倒の危険性が高く
なり、実際行なうのが難しいことがあります。そこで水中では大きなメリットである浮力を活用します。
浮力が身体をサポートする事で、ポーズも容易に行なう事が出来ます。レッスンのエッセンスとして、ま
たはバランストレーニングのバリエーションとしても活用出来ます。皆様の参加をお待ちしています。

ゼロから始めるアクアヨーガ
〜柔軟性・バランス機能の向上を目指して〜

JAFA/AQS
㈱ティップネス　アシスタントアドバイザー

KW-32

成瀬　貴良 18日（火）
10：00〜12：00

　フィットネスプログラムにすっかり定着したヨーガエクササイズ。様々な流派、様々なスタイル
のヨーガが存在し、着実に愛好者を増やしています。ヨーガの誕生、歴史、基本的理念、ヨーガが
人間に与える恩恵とはなにか？などを解りやすく掴んでいただくための120分です。ヨーガとは!?
…ヨーガの本を一冊読み説くよりもわかりやすく、臨場感をもって理解していただけます。ヨーガ
指導の奥行きを広げるための絶好の機会です。※講義が中心となります。

ヨーガの真髄
〜ヨーガ指導者必見！〜

ヨーガ・サンガティ主宰

SW-22

古橋　明子 17日（月）
11：45〜13：15

　この講座は「水中ウォーキングと筋コンディショニング」を組み合わせたサーキットプログラム構成
法を学んで頂けます。アクアエクササイズのメリットを最大限に活かし、ロコモティブシンドロームの
予防を図ります。水中ウォーキングの考慮点をはじめ、筋コンディショニングにおいてツールを使用せ
ず水の抵抗を活かす方法やビート板を使用したバリエーションの紹介、そしてサーキットトレーニング
のプログラミング法をお伝えします。即現場でご活用頂ける内容です。ご参加お待ちしております！

高齢者も楽しめるサーキットトレーニング
〜ロコモティブシンドローム予防のための水中エクササイズ〜

JAFA/AQS
健康運動指導士

LK-33

石井　完厚 18日（火）
12：45〜15：45

　コア・エクササイズを始めた方から「姿勢がよくなった！」「痛みが消えた！」という声をよく
聞きます。コアへのアプローチがなぜ身体を大きく変化させるのか？その理由をご存知ですか？エ
クササイズ効果を最大限に発揮し、クライアントのニーズに答えるにはどんなところに注意をした
らいいのか？この講座では、理論と実技を通してコア系コンディショニングを指導する際に注意す
べきポイントを理解し、エクササイズ指導時の効果を最大限にアップさせる方法を学びます。

絶対に知っておきたいコア系コンディショニングの基礎
〜エクササイズ効果を最大限引き出すポイントとは？〜

日本コアコンディショニング協会　A級講師
コンディショニングサロンI.c.s　代表

L-23

柿島　由香 17日（月）
13：30〜14：30

　ピラティスのメソッドを水中エクササイズに取り入れたら、どうなるだろう？？そんな事を考え
たことはありませんか？今回は、シンプルな水中ウォーキングやジョギングの合間に、立位のピラ
ティス動作を組み合わせて動いてみます。そして、優雅な動作や気持ちになる為に、バレエの動き
も活用します。強くしなやかなBODYは水中から生まれる！そんなレッスンをご紹介いたします。

AQUA�with�Pilates ＆ Ballet
〜強くしなやかなBODYは、水から生まれる！！〜

JAFA/ADE、AQS
PeakPilates　アドバンスマット

SW-24

藤田　麻里 17日（月）
14：45〜16：15

　中高齢者やアクアに不慣れ、バランスがとりづらい、リハビリ後の回復期、整形外科的不具合を
持ちながらも医師から「水中歩行など」をすすめられている方達が対象です。水中ならではの関節
運動にヨガ、太極拳の要素を加えました。円を描くことで球関節を大きく動かします。また特定の
部位に触れたり、プールの壁にタッチすることで意識性を高める方法をご紹介します。参加者の年
齢層にヒットする楽曲を選択し、リラクセーションに聴覚からもアプローチします。

アクア・タッチ　ボディケア
〜水中で行うセルフ・タッチと描円運動〜

JAFA/ADD
A.T.R.I

L-25

奥山　彰 17日（月）
16：30〜17：30

　プール利用者の中には「肩や膝が痛いから」などの改善や予防が目的の方も多いようです。そんな
お客様に快適な身体をプレゼントしませんか。ポイントは普段使わないから固まってしまう関節、弱
くなってしまう筋のアンバランスに自分自身で気づき、楽しみながら使うこと。今回はボールを使い、
関節可動域の拡大・筋バランスの調和・及び日常で使える身体作りエクササイズをご紹介します。水
中ウォーキングのバリエーションとして、単独プログラムとして、アレンジはあなたの思うがまま。

ボールを使った水中機能改善運動
〜“水の特性”と“ボールの特性”で快適な身体を作りましょう！〜

JAFA/AQS
健康運動指導士

座学+実習の集中型プログラム

アクアプログラム

トラヴィス・ジョンソン谷　佳織
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住　所 TEL 携帯TEL

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

運動指導士 No.  実践指導者 No. その他 運動指導歴

   　　　　年　　　　ヶ月

氏　名

西暦　　　　年　　　月　　　日　生 （ 男 ・ 女 ）

勤務先 勤務先住所 勤務先TEL 領収書宛名（必要な方のみ）

■お申込みクラス（○で囲んでください）

□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）

■参加費

振込み金額総計　　　　　　　円

〒

〒

L × （　　　）クラス＝ 円
RL × （　　　）クラス＝ 円
SW × （　　　）クラス＝ 円
W × （　　　）クラス＝ 円

KW × （　　　）クラス＝ 円
LW × （　　　）クラス＝ 円
LK × （　　　）クラス＝ 円

●今回のJAFA FORUM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 FORUM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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●JAFA FORUMにご参加いただく一番の目的・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（　　　　　　　　　　　　）

W - 1
W - 2
W - 3
W - 4
SW - 5
W - 6

W - 7
SW - 8
KW - 9
W - 10
W - 11
L - 12

L - 13
SW - 14
W - 15
W - 16
LW - 17
W - 18

LW - 19
W - 20
SW - 21
SW - 22
L - 23
SW - 24

L - 25
W - 26
W - 27
W - 28
W - 29
W - 30

SW - 31
KW - 32
LK - 33
W - 34
W - 35
RL - 36

L - 37
L - 38
W - 39
LW - 40
W - 41
LW - 42

■アンケートにご協力をお願いいたします■

参加申込方法

1.参加クラスを決めた後、電話でお申込みください。

○一般受付開始：9月2日（金）
　JAFAフォーラム事務局　70120-987-939
　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。
（社）日本フィットネス協会「JAFA	CONDITIONING	FORUM	2011」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　普通：No.1882502
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：10月11日（火）

5.	受講チケットは、9月下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。
● ドライヤーはありません。
写真・ビデオの撮影について

JAFAフォーラムでは、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、（社）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。

JAFA会員
　　　　　　　　　9月1日（木）10：00〜16：30　70120-987-939（JAFAフォーラム事務局）
●�電話でお申込みください。参加申込用紙は、電話予約後5日以内にお送りく
ださい。（FAX送信可）

●�ご自身以外のお申込みの場合、その方がJAFA会員なら併せて先行予約する
ことができます。その際、全員のJAFA会員番号をお知らせください。

　JAFA会員証をお手元にご用意ください。

●�各講座には、先行予約の“定員枠”を設けています。
　�定員枠が一杯になった場合は、一般予約にてお申込みいただくことになり
ますので、ご了承ください。

●�先行予約でお申込みされてから、5日以内に受講料をお振込みください。
　お振込みが確認できない場合は、キャンセルとみなされる場合があります。

JAFA会員先行予約期間

一般の受付開始日に先駆けて、
JAFA会員のみの特典として“先行予約”を受け付けます！

JAFA CONDITIONING FORUM 2011  参加申込用紙 ※コピー可
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