
会　場：

東海学園大学三好キャンパス
開催日：

2011年2月25日（金）/26日（土）/27日（日）
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：  大塚製薬株式会社
 大塚食品株式会社
 株式会社ギムニク
 株式会社エクシング
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
 AFAA JAPAN
 一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
 NPO法人日本ウェーブストレッチ協会
 東海学園大学
 T３（Tokaigakuen Trainer Team）

JAFA FITNESS
FORUM 2011
inTOKAI
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LW-12�
高田　香代子�
マットピラティス　ティーチング�
プログレッション�

SS-17�
谷　佳織　鋳山　和裕　高橋　順彦�
JAFA CONDITIONING �
SYMPOSIUM

※GボールG1P

※GボールP1P
※GボールG1P

※GボールG1P
※GボールG2P

※GボールG1P※GボールG1P ※GボールG1P

BU-2�
三浦　栄紀�

L-3�
三浦　栄紀�

BU-5�
藤原　葉子�

自治体説明会�

SK-15�
田中　光代�

JAFAスキルアップセミナー�

W-6�
宇津城　久仁子�

コリオの玉手箱　2011

L-7�
三浦　栄紀　三井　俊一�
EMOTIONAL　�
LATIN

L-9�
三井　俊一�

JAFAブラッシュアップセミナー� アクアダンス会話�
型リニア展開法� JAFA ブラッシュアップセミナー�

POLITENESS �
STEP

LW-20�
石井　千恵�

LW-26�
岩間　徹�

LW-27�
岩間　徹�

LW-24�
有吉　与志恵�

LW-22�
石井　千恵�

指導に活かす�
メンタルヘルスの基礎知識�

歩行動作のホリスティックな分析�
とエクササイズプログラム� ソフトギムニクエクササイズ�足の神秘　�

フットコンディショニング�

高齢者健康づくり体操�

LW-35�
齊藤　邦秀�

SK-36�
向井　いくよ�

JAFAスキルアップセミナー�

LW-42�
加藤　洋子�

LW-46�
尾陰　由美子�

LW-49�
高橋　順彦�

LW-31�
高　順姫�

Functional・Reach

LW-40�
齊藤　邦秀�

自宅でできる高齢者�
パーソナル指導の実際�

ノルディックウォーキングの�
すすめ�

機能的に動くための�
協調性エクササイズ�

ペアストレッチを活用した�
姿勢改善アプローチの基本�

中高年のためのミニボール�
エクササイズ＜Ⅱ＞�

フィットネスの仕事を一生続けて�
いくために必要な「経営者脳」�

LW-37�
高　順姫�

SK-14�
榊原　朋子�

JAFAスキルアップセミナー�

L-8�
竹ケ原　佳苗　魚原　大�
K・Dダンス�
エアロ�

L-10�
魚原　大�

ダンスエアロ�

LW-16�
谷　佳織�

3Dの身体機能を感じる�

LW-19�
小谷　さおり�
ヒザ・股・肩セルフケアwith�
触覚ボール�

W-44�
山田　多佳子�
ボキャブラリー・in・�
class・蝪（アップ）指導力�

L-28�
竹ヶ原　佳苗�

ポルドブラ�

W-29�
坂田　純子�

現代・初級ステップ学�

W-32�
坂田　純子�
リズミック・ウォーキング�
ダンス　脳トレ編�

JB-39�
尾陰　由美子�

フランクリンメソッド�

LW-25�
小谷　さおり�
アクティブコンディショニング�
withバランスGボール�

AL-4�
古橋　明子�
アミノバリュー�
スペシャルレッスン�

AL-30�
和泉　有葵子　田中　いずみ�
アミノバリュー�
スペシャルレッスン�

LW-45�
竹井　伯夫�

グランディング�

LW-38�
竹井　伯夫�
バランスボールを活用した�
セミパーソナル的レッスンの提案�

FW-41�
加藤　洋子�

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�

JB-21�
龍村　修�

ヨーガ指導者必修　根源的理念と動きの習得講座�

LL-23�
龍村　修�
根源的理念と�
動きの習得�

FD-1�
池田　美知子　和田　左千子�

フィットネスダンスリーダー養成講座/FDL4時間セミナー�

LW-13�
高田　香代子�

マットピラティス　with props

L-11�
西村　カチア�
ZUMBA　�
PARTY

LW-18�
鋳山　和裕�

コアコンディショニングPLUS

LW-33�
川名　昌代�
フレッチャー・ピラティス・�
マジックサークル・ティーザー�

LW-34�
川名　昌代�
フレッチャー・ピラティス・�
ABCティーザー�

LW-47�
岡橋　優子�
女性のためのブレストケア・�
エクササイズ�

LW-48�
岡橋　優子�

女性のための骨盤メンテナンス�

（途中30分の休憩を含む）�

EW-43�
山田　多佳子�
最新！3Dで行う�
YOGAクラス�
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目的別プログラム選択の目安 目的に沿ってプログラムを選択できるよう、目的別マークをつくりました。
プログラム選択の目安としてお役立てください。

運動指導の基礎をじっくり習得

エアロビクスダンスエクササイズ

コンディショニング系クラス

パーソナル指導に必要な知識・技術の習得

道具を活用したクラス

アクアエクササイズ

高齢者向け指導に必要な知識・技術の習得

ステップクラス

リラクゼーション・ストレッチ系クラス

ヨーガ系クラス

ピラティス系クラス

幅広くフィットネスに関する知識・技術を習得

ダンスエアロビクス

ウォーキング系クラス

格闘技系クラス

タイムテーブル

JAFAフォーラムサポートスタッフ募集！
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ため
のお手伝いをしていただく、フォーラムサポートスタッフを募集します。

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

★交通費実費支給（上限往復2500円）／昼食支給
★サポートスタッフを務めない日に、JAFA FITNESS FORUM 2011
in TOKAI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。（FD・FWを除く）
※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。

氏名、住所（郵便番号）、Tel/Fax/E-mail

〒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＠jafa-net.jp http://www.jafa-net.jp

平成23年1月31日（月）申込締切

応 募 先

必要事項
特　典

仕事内容
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講座参加費／各種資格における取得可能単位数

会場のご案内

※ご連絡はすべてJAFAフォーラム事務局薔 獏0120-987-939まで
※フォーラム開催中連絡先　090-8645-7844

東海学園大学 三好キャンパス
三好カントリークラブ�

名鉄豊田線�

三好丘駅西�

大井橋�

１
５
５
号
線�

黒笹�

北山台5

新屋辻�

福谷落合�

豊田市街→�←東郷�

←平針�

←植田一本松　153号線�
豊田I.C.→�

豊
田
I.C.→

�

←
名
古
屋
I.C.→

�

愛
知
大�

文�

米野木� 黒笹� 三好ケ丘�

東名三好東名三好I.C.I.C.東名三好I.C.
東海学園大学�
三好キャンパス�

〒470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-233

■名鉄豊田線（地下鉄鶴舞線直結） 「三好ケ丘」駅下車、徒歩約10分

■東名高速道路「東名三好I.C.」より約2.5km

※運動施設内は土足厳禁です。必ず室内履きをご持参ください。

※講義のみのご参加者は、室内履きは必要ありません。

※駐車場がございますので、お車でのご来場も可能です。

交通
手段

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-19、LW-25、LW-27、LW-37、JB-39、LW-46、LW-47、LW-48■上記以外の団体の
教育単位認定講座
について 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） BU-2、L-3、BU-5、LW-20、LW-22

講座コード 時間 講義種類 講座 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 AFAA

形態 実習 講義 /HFS
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
LL-23 75分 レッスン 実習 3,000円 2,500円 1.3単位 － 1.3単位 1.0単位 1.0単位
AL 60分 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

EW 90分
ジョイビート

実習 2,500円 1,500円 1.5単位 － 1.5単位 1.0単位 1.0単位
スペシャルワークショップ

W 90分 ワークショップ 実習 4,000円 3,500円 1.5単位 － 1.5単位 1.0単位 1.0単位

SS 90分
スペシャル

講義 2,500円 2,000円 － 1.5単位 1.5単位 1.0単位 1.0単位
シンポジウム

SK 120分
JAFA

実習 4,000円 3,500円 2.0単位 － 2.0単位 1.5単位 1.5単位
スキルアップセミナー

BU 120分
JAFA AQUA

実習 4,000円 3,500円 2.0単位 － 2.0単位 1.5単位 1.5単位
ブラッシュアップセミナー

LW 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
講義 － 2.0単位

JB 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
FD 240分 ワークショップ 7,000円 5,000円 3.0単位 1.0単位 4.0単位 2.0単位 2.0単位
FW 360分 ワークショップ 14,000円 12,000円 2.5単位 3.5単位 6.0単位 3.0単位 3.0単位講義＆

実習

講義＆
実習

20,40以外
20,40

2月26日（土）、27日（日）の2日間、メイン会場1階フロアーに、参加者同士の交流を深める『Forum cafe』をオープンします。
JAFAからのお知らせや、他団体の講習会、フィットネスに関する最新情報の掲示など、情報がもりだくさんです。
お友達との待ち合わせ、食事、休憩などにお役立てください。温かい飲み物や、お菓子などををご用意しております。
ぜひお立寄りください。

2月26日（土）11：00～17：00 2月27日（日）10：30～16：00Open time

ほっと一息　憩いと語らいのスペース

JAFA/ADI
JAFA AQUA
教育単位

JAFAは今年度も、自治体の運動を通した健康づくりをテーマとした
取り組みに対しての支援事業を積極的に推進していきます。
各自治体のニーズに則した健康づくり施策の提案や、フィットネスダ
ンスを軸にした運動指導者の派遣や研修会の実施などを行っていきます。
各自治体の健康づくり施策と、JAFA会員の皆様、そしてJAFAの有資
格者の皆様を結びつけていければと考えています。
このたび、“JAFA FITNESS FORUM 2011 in TOKAI”の開催に合わ
せて、自治体関係者を対象とした、健康づくり運動の導入に関する説明
会を実施します。
実際にJAFAが取り組んだ自治体への支援事業の事例報告を実施し、

さらに相談窓口を開設します。
皆様の身近な自治体関係の方々に、お声がけいただければ幸いです。

■開催期日 平成23年2月25日（金） 12：00～13：30
■会　　場 424教室
■内　　容 ①自治体の健康づくり施策に対する運動の導入に関する事例報告

②個別相談（提案）
■参 加 費 無料
■特 典 １ ご参加いただいた自治体関係者の方には、開催期間中の講座をご

見学いただける招待券をご用意いたします。
（※実際に講座の受講を希望される場合は有料参加となります。）

■特 典 ２ 当該説明会にご列席された自治体のご担当者1名に限り、同日に
引き続いて開催される『フィットネスダンス普及員養成4時間セ
ミナー』に無料でご招待いたします。

JAFAでは自治体向けの事業内容説明会をフォーラム開催に合わせて実施します！
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アクアダンスを指導している方へ、幅広い参加者の満足度を上げるためのプログラムを提案いたします。アクアダンスと筋コンディショニ
ングを交互に行います。音楽に合わせたアクアダンスと音楽に合わせない筋コンディショニングを交互に行うことで、クラスにメリハリが生

まれます。また初心者や高齢者もご自身の
ペースで動くことが出来ます。初心者、高
齢者からベテランまで様々な参加者レベル
に対応できるプログラム構成法を是非この
機会に学んで下さい。

アミノバリュースペシャルレッスン
誰もが楽しめるアクアサーキット　～初心者・高齢者も安心できるプログラムの提案～

YOGA指導で「アシスタントがいたらなぁ～」と思ったことはありませんか？ポーズの説明・効果・呼吸法・悪い例・軽減法・イメージト
ーク・観察や修正、ビギナーに対する指導の在り方も…、映像＋サポートの内容が充実するため、指導に安定感とハイクオリティが生まれま

す。豊富な音楽も用意されていて、まさに
その時代・瞬間にマインドを戻してくれま
す。指導者・経営サイド・新しい提案に興
味のある方、是非ご参加ください。
http://www.joybeat.jp/

エクシング3D
最新！3Dで行うYOGAクラス　～お好みの音楽でポーズの映像指導も行います～

『腰部のコンディショニングアプローチ』を考える『腰部のコンディショニングアプローチ』を考える
コンディショニング指導が活発に実践されています。そうした中で、アスリート及び一般のク

ライアント双方の指導場面において、腰部への処方の機会は多く、その目的も多様です。
このシンポジウムでは、腰部へのコンディショニングについて、パネリストからの回答や提案

をもとに、参加者全員でテーマを考察します。
具体的には、皆様の中から実際に直面した腰部に対する処方の事例を通した質問や疑問をご提

示いただき、三人のパネリストがそれぞれの見解や処方について提案すると共に、皆様からも同様にご意見をいただきます。
同じ事例をとっても、その処方に対する発想や実際のアプローチが多様であることを理解すると共に、コンディショニング指
導の奥深さについての認識を共有する機会となることを目指します。
実際の処方の中から生まれた疑問を予めご用意の上、お越しください。

※ご参加を希望される方の中で事例をご提案いただける方は、事前にメールにて事例をいただくこととなりますので2月14日
（月）までに下記メールアドレスにお送り下さい。書式や文字数の制限はございません。
jigyou@jafa-net.or.jp

鋳山　和裕

パワートレーナーズ代表
JCCA/マスター講師

谷　　佳織

ACSM/HFS
Gray Institute/ FAFS

高橋　順彦

パーソナルトレーニングスタジオナノ 代表
名古屋トレーナー勉強会　代表

パネリスト

SS-17
26日（土）
13：00～14：30

JAFA CONDITIONING SYMPOSIUM

AL-30 和泉　有葵子

大塚フィットネスプロスタッフ
JAFA/ADE

田中　いずみ
大塚フィットネスプロスタッフ
（有）スポーツゲイトフィットネス
ディビジョンディレクター

より多くの方に継続してレッスンに参加していただきたい！これはインストラクターにとって永遠のテーマではないでしょうか？このクラ
スでは初級クラスにおけるお客様の継続参加を目指した①インストラクション（運動効果の体感を促すキューイング）、②基本動作のバリエー
ション展開をレッスン形式でお届けします。２人それぞれの展開もお楽しみ頂きながら、エアロビクスから得られる本来の楽しさ、効果を一
緒に共有しましょう！

27日（日）
13：45～14：45

アミノバリュースペシャルレッスン
AEROBICS☆原点回帰　～初級者指導編～

AL-4 古橋　明子

大塚フィットネスプロスタッフ
JAFA AQUA/AQS

25日（金）
15：30～16：30

山田　多佳子

（株）エクシング　
JOY BEAT ディレクター

EW-43
27日（日）
13：00～14：30



フィットネスダンスリーダー養成講座/FDL4時間セミナー
～日本の楽曲を使った集団指導を4時間で学ぶ！～

日本の楽曲で誰もが楽しく運動できる『フィットネスダンス』は、JAFAの推奨プ
ログラムであり、さらなる普及を図っています。この講座は、フィットネスダンスの
指導方法を学んでいただくもので、運動指導の経験がない方や浅い方でもご参加いた
だけます。高齢者の機能向上や生活習慣病の予防・改善に期待でき、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。
ウォームアップからクールダウンまで体系的に作成された『ひばりエクササイズ』で
体験し、皆さんにも指導していただきます。受講者の皆さんへ修了証を授与しますの
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。
この講座では、テキストとして「フィットネスダンス指導教本」を使用します。

お持ちでない方は、あらかじめご購入いただくか、会場にてお求めください。本講座
の受講者に限ってお一人様1冊のみ、特別価格2,000円（税込）にて販売します。事前
購入ご希望の方は、電話にてフォーラム受付番号をお伝えのうえ、受講料と合わせて
お振り込みください。当日ご購入される場合は、受講票をご提示ください。（定価
2,800円、JAFA会員価格2,400円）

4

受講者は『ひばりエクササイズ』のCDとDVDが特別価格で購入
いただけます。（※フォーラム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

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
※（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！

わが国では年間3,000万人を超える人たちが、健康の保持増進を目的にウオーキング
を実践しています。しかし、健康の保持増進に有効なウオ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、ウオーキングの科学的
根拠に基づいた指導が伝達されていないのが現状です。
この指導者研修会は、（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
格取得を目的に、ウオ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オーキング。
ウオ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-41

（社）日本ウォーキング協会公認
主任指導員
JAFA/ADD、ADE

27日（日）
12：45～19：15
（途中30分の休憩を含む）

①ウオーキングの基礎知識　②実技指導のポイントと教室運営　③歩行能力測定　④正しいフォーム　
⑤ウォームアップとクールダウン　⑥コース作成　⑦歩行実習　等を紹介します。

主な内容

●歩行実習は雨天決行ですので、天候によっては雨具と着替えの服装などをご用意下さい。
●長距離を歩きますので、ウオーキングに適したシューズ（ウオーキングシューズ）と運動しやすい服装を準備して下さい。
●昼食は30分となります。近隣にレストラン等はございません。予め、お弁当等ご用意下さい。

（社）日本ウオーキング協会の情報誌上に発表され、フィットネスウオーキング連盟に登録された指導員は、
同協会へ各自治体・団体等からフィットネスウオーキング指導の要請があった場合、紹介されます。

本講習会に参加して（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の資格取得を希望なさる場合
は、パンフレット最終ページの申込用紙下にあるいずれかの資格を既に取得していることが条件となります。詳しくは、お申込み
の際にお問い合わせください。資格取得のためには、登録費5,000円（初年度）、年継続登録費7,000円が必要となります。

■資格取得に際しての注意■

■フィットネスウオーキングインストラクター認定を取得すると…■

■参加に必要なもの■

加藤　洋子

※受講料にはテキスト代（￥2,000）が含まれています。※受講料にはテキスト代（￥2,000）が含まれています。

FD-1

JAFA理事
フィットネスダンスプロジェクトメンバー

JAFA/AQS フィットネスダンス普及員

25日（金）
14：30～18：30

池田　美知子（左）

和田　左千子（右）

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招待券やエクササイズツールなど、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”を受付いたします。
JAFA会員先行予約開始　12月7日（火） 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
ご用意しています。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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JAFAスキルアップセミナー
SK-14

26日（土）
15：00～17：00榊原　朋子

JAFA/ADD、ADE
ホリデイスポーツクラブ　アドバイザー

JAFAスキルアップセミナー ～強化エクササイズのプログラムつくり編～

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-15
26日（土）
17：30～19：30田中　光代

JAFA/ADD、ADE
健康運動指導士

JAFAスキルアップセミナー ～メインエクササイズのコンビネーション編～

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-36
27日（日）
17：30～19：30向井　いくよ

JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS

JAFAスキルアップセミナー ～指導の循環編～

参加者に動きの指示を出すと、それに対して参加者の表情や動き方は変化します。そ

の変化を見逃すことなく、状況に応じて適切な対応をしていくことが必要です。まずは、

参加者の安全を確保し、効果を引き出し、さらにクラスの最後まで気持ちよく動けるよ

う導く為の観察の仕方、修正方法、動機付けについて学び、そのスキルを体得します。

エアロビクスプログラム
W-6

26日（土）
10：15～11：45宇津城　久仁子

JAFA/ADD、ADE
A．E．C．エアロビクスインストラクター養成コース　運営、企画、主任講師

コリオの玉手箱　2011 ～FunFun Dance×Aerobics～

スムースなベースコンビネーション作り、そこに加えていくレイヤリングの順番・タイミング
はとても重要です。それらを意識し、今回も実技を中心に（中級）、皆様と楽しいひと時を共有で
きるようお送りします。実技終了後にはレッスンにお役立ていただける様に解説を入れます。ま
た様々なレベルのクラスにもアレンジ可能な初級～中上級のレイヤリングバリエーション例もご
紹介させていただきます。実技が多いのでエアロビクスフリークの方も是非ご参加下さい！

ダンス系エクササイズ

L-10
26日（土）
16：45～17：45魚原　　大

FIC代表
健康運動指導士

ダンスエアロ ～スーパーシンメトリー～

皆さんこんにちは！！　今回のダンスエアロは『スーパーシンメトリー』にこだわり

ました。 シンプルなスタイルから筋バランスを考慮しつつ様々なダンステイストを盛

り込んで行きます。 ダンスエアロのレッスンを始めてみたい方、ダンスエアロが好き

な方にオススメのレッスンです！　皆様のご参加お待ちしております！！

L-8
26日（土）
13：45～14：45

竹ケ原　佳苗
魚原　　大
竹ケ原　アスリエ　エアロビクス　スーパーバイザー
魚原　FIC代表・健康運動指導士

K・Dダンスエアロ ～東海バージョン～

Kanae＆Daiのコラボが東海フォーラム初登場！！　様々なスタイルで

クールに踊りませんか？？　旬のコリオから、セクシーなコリオまで、

内容盛りだくさんの60分になっています♪　ジョイントならではの演出

もアリ！！　皆様のご参加お待ちしております。 竹ヶ原　佳苗 魚原　大

L-7
26日（土）
12：15～13：15

三浦　栄紀
三井　俊一
三浦　JAFA AQUA/AQS （有）エモーション代表
三井　JAFA/ADD KTVフレスコ　教育リーダー

EMOTIONAL LATIN

三浦＆三井がお届けする情熱的なラテンエアロビクスのクラスです。
皆さんにEMOTION（感動）を感じて頂けるよう、二人のとっておきコ
リオグラフィーを紹介します。そしてコリオグラフィーを通して、ラテ
ンエアロビクスの楽しさやラテン魂もしっかりお伝えします！男ラテン
と女ラテン、一度で二つ楽しめるこのクラス♪是非、ご参加下さい！ 三浦　栄紀 三井　俊一

L-11
26日（土）
18：15～19：15西村　カチア

ZUMBA EDUCATION SPECIALIST
AFAA PC

ZUMBA PARTY

全米だけでなく、日本でも大旋風を巻き起こしているZUMBA！世界中の音楽のリズ

ムを使った１曲完結型のダンスフィットネスプログラムです。ZUMBAのFOMULAを

使って音楽のリズムとテイストを大切にまるでパーティーを楽しむようにエクササイズ

することが出来ます。Join the ZUMBA PARTY and let’s have an experience !!
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STEPプログラム
L-9

26日（土）
15：15～16：15三井　俊一

JAFA/ADD
KTV フレスコ教育リーダー

POLITENESS STEP ～中上級だからこそ守りたいステップのルール～

中上級レベルのステップクラスをお届けします。強度や難度が高いからこそ、参加者
に対しての指導には“POLITENESS（丁寧さ）”が必要とされます。複雑な道程は、細
かい地図や行き届いた道案内によって安全にゴールまで導かれます。そして、ゴールに
導きながらも参加者の運動効果にしっかりと繋げます。思いのギュッと詰まった60分、
このクラスを通してご自身のクラスを見つめ直してみませんか？是非、ご参加下さい。

W-29
27日（日）
11：45～13：15坂田　純子

JAFA/ADD・ADE・AQS
教育キネシオロジー財団公認ブレインジムインストラクター・コンサルタント

現代・初級ステップ学 ～ステップ初のお客様を「また次も」の顧客に～

初級ステップクラスを担当している方、これから担当したい方、初級ステップの運営にお悩みの方大集
合。近頃では様々なカテゴリーを展開するため、初心者クラスが設置できない現場もあり、初級クラスで
初心者を受け入れることも多くなっています。「あなたの初級ステップクラスには、初めての方が参加し
ますか？または継続していますか？」本講座では、新しい方が入りにくかったり、動きにくいクラス運営
の落とし穴を追及し、はじめての方から初級レベルの方が安心して楽しめるクラス運営法を学びます。

ピラティス
LW-12

26日（土）
10：00～12：00高田　香代子

ピークピラティス　レベル4 ティーチャートレーナー
ピラティスアライアンス　理事

マットピラティス　ティーチングプログレッション ～モディフィケーション　to バリエーション～

いつも同じパターンのピラティス･エクササイズを提供していませんか？ピラティス
の各エクササイズの強度･難易度展開の原則を押さえ、スタンダードよりも低く（モデ
ィフィケーション）あるいは高く（バリエーション）提供するアプローチはより多くの
人をピラティスの魅力に引き込め、停滞した「身体の学習」を再び発展的に導けます。
「マットは飽きる」からの脱却、そして新鮮･漸進指導を習得して下さい。

LW-13
26日（土）
12：30～14：30高田　香代子

ピークピラティス　レベル4 ティーチャートレーナー
ピラティスアライアンス　理事

マットピラティス　with props ～マット新時代の指導を習得しよう～

日本より先にピラティスが定着･愛好されている欧米では、もはやプロップ（小道具）
なしでのマットクラスはあり得ない段階に突入しています。プロップはピラティスの本質
である身体の使い方を効果的に習得出来、しかも安価に楽しさの提供を可能にしてくれる
活用度の高いものです。スモールボール、セラバンド、フレックスクッションを使用した
効果的な指導法を習得してください。マット指導初心者の方からご参加いただけます。

LW-33
27日（日）
10：00～12：00川名　昌代

フレッチャー・ピラティス・クオリファイド・
ティーチャー

フレッチャー・ピラティス・マジックサークル・ティーザー ～呼吸と運動の調和：正しいアライメントでけがを防ぐ～

フレッチャー・ファンダメンタル獏の中から呼吸と立ち方の基本、そして腕や脚の動かし
方に焦点を置き練習をした後、マジックサークルを使って動きながらそれぞれのファンダメ
ンタルが実際にどう生かされているのかを体験してゆきます。ロン・フレッチャーのオリジ
ナルであるパーカッシブ・ブレス獏は体幹部の筋をバランスよく使うため、この呼吸と腕や
脚の運動を同時に行うことで体幹部と四肢の筋を調和させて働かせる練習をします。

LW-34
27日（日）
12：30～14：30川名　昌代

フレッチャー・ピラティス・クオリファイド・
ティーチャー

フレッチャー・ピラティス・ABCティーザー ～フレッチャー・ファンダメンタル―呼吸で姿勢を整える～

フレッチャー・ピラティス獏の特徴である、正確で滑らかな動きはフレッチャー・フ
ァンダメンタル獏と呼ばれる呼吸を含めた動きの基礎の部分を忠実に守ることで実現し
ます。パーカッシブ・ブレス獏というロン・フレッチャー独特の呼吸方法は体幹部の筋
肉をバランスよく働かせるので、呼吸本来の目的であるガスの交換を効率的に行うだけ
でなく、姿勢を整える効果があります。この呼吸のテクニックをご紹介します。

ヨーガ
JB-21

26日（土）
11：45～14：45龍村　　修

龍村ヨガ研究所　所長
NPO国際総合ヨガ協会　理事長

ヨーガ指導者必修　根源的理念と動きの習得講座 ～ヨーガ理念に基づいた動きや呼吸法の再確認～

この講座ではフィットネスプログラムとして登場するずっと以前から脈々と引き継が
れている“心とからだの健康法”としてのヨーガに関する基礎を、あらためて確認して
いただきます。その根源的な目的、ベースとなる動きやポーズ、そして呼吸法とそれら
を裏打ちする理念を明確にし、そして身につけていただきます。あなたのヨーガインス
トラクターとしての奥行を広げる機会としてお役立てください。

LL-23
26日（土）
17：45～19：00龍村　　修

龍村ヨガ研究所　所長
NPO国際総合ヨガ協会　理事長

根源的理念と動きの習得 ～YOGA本来のフィロソフィカルエクササイズ原理の体得～

あなたのクラスに参加される皆様が自分の生命の聞き、無理なく自分のヨーガを続け

られるように導く方法を実践的に学んでいただきます。基本アサナとその修正、関連部

位を使った修正。さらには、呼吸を深めるヨーガの実践法など短い時間にYOGA指導者

として極めて重要な情報が満載です。

W-44
27日（日）
15：15～16：45山田　多佳子

廣池ヨーガ健康研究所／師範
JAFA/ADD

ボキャブラリー・in・class・蝪（アップ）指導力 ～ヨーガやリラクセーションクラス秘伝～

他の指導者とスキルの差をつけるには、安心して受講してもらえるフィールドが必要
です。このワークショップでは、指導の言葉を増やし安定感・充実感のあるクラスづく
りとは何かを学び、それを基に誰でもできるヨーガクラスを体験します。生きている言
葉・ナチュラルな流れの曲を聴き、ヨーガ発祥のインドの風を感じ、そこにカラダを委
ねます。ヨーガ未経験の方もどうぞご参加ください。寒さ対策の上着もご用意ください。
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高齢者向け指導プログラム
LW-22

26日（土）
15：15～17：15石井　千恵

清心会　藤沢病院　企画調査室長
介護支援専門員

高齢者健康づくり体操 ～指導を楽しもう！～

高齢者指導を成功させるコツは、「指導する側も一緒になって楽しむこと」です。微笑みの
絶えない指導に必要なのは、もちろん高い指導技術に加えて、もっと動きたくなるようなノウ
ハウと適切な用具を提供することです。このクラスでは、用具を使わないでできる「こころと
身体への気づき」の体操と、スカーフを使うことで「知らず知らずに鍛えられる」体操とを習
得して頂きます。あとは皆様のひと工夫で、スパイスの効いた指導としてご活用ください。

LW-35
27日（日）
15：00～17：00齊藤　邦秀

NESTA JAPAN 理事
(有)ウェルネススポーツ　代表取締役

自宅でできる高齢者パーソナル指導の実際 ～マシンなどを使わずに高齢者の身体機能を高める～

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高齢者を増やしていくことが重要になってきます。今回は、高齢者に対して
パーソナル指導をする際のポイント・注意点などをレクチャーし、マシンなどの本格的な器具を使わず
に、自宅で手軽に取り組める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。

LW-37
27日（日）
10：15～12：15高　　順姫

JAFA理事、NPO法人日本Gボール協会理事
（株）東急スポーツオアシススーパーバイザー

中高年のためのミニボールエクササイズ＜Ⅱ＞ ～股関節～下肢のコンディショニング～

指導現場で近頃は、コンディショニング系プログラムへの期待と需要が高まっていま
す。＜Ⅰ＞の肩周り～体幹のエクササイズに続き、今回は膝や腰痛の要因を改善するた
めの＜Ⅱ＞股関節～下肢のエクササイズをご紹介します。ミニボールの弾力と転がりを
利用することで、中高年の方でも無理なく、たのしく行えるエクササイズを皆さんの指
導プランにお役立てください。是非ご参加ください！

コンディショニング系プログラム

LW-26
26日（土）
15：00～17：00岩間　　徹

株式会社プロジェクト・オン　代表
NPO法人日本ホリスティックコンディショニング協会　副理事長

歩行動作のホリスティックな分析とエクササイズプログラム ～動作分析と各種バランスチェックを組み合わせた運動指導法～

歩行動作を総括的に見てわかる、左右差・前後差・上下差の分析能力を高め、何の機
能のアンバランスが原因となり起こっているのかを、いろいろなチェック方法で理解し、
ストレッチやエクササイズでアプローチする方法を学びます。歩行動作は、人間が生き
ていくうえで欠かせない基本動作で、運動指導者であれば指導のジャンルは問わず、今
後の指導に必ず役立ちます。

LW-16
26日（土）
10：15～12：15谷　　佳織

ACSM/HFS
Gray Institute/ FAFS

3Dの身体機能を感じる

私達の身体は常に重力と共に存在し機能しています。重力、床反力、質量とモメンタムといった物理
学的な原則のもとで、3Dな身体構造が、いかに動き、そして機能しているのか？を、分かり易く分解
し、体験しながら理解していくクラスです。3Dの機能の原則を知ることで、型にはまらない自由な動
きの可能性を何倍にも膨らませていくことができます！ただ単に動きのパターンをコピーするのではな
く、動きを理解することで、あなたの指導者としての可能性は更に豊かになっていくことでしょう。

LW-19
26日（土）
17：30～19：30小谷　さおり

一般社団法人日本セルフケアコンディショニング協会　代表理事
特定非営利活動法人日本Gボール協会　理事

ヒザ・股・肩セルフケアwith触覚ボール

多忙な指導者自身のセルフケアとして必ずお役立て頂ける、触覚ボールケアのご紹介
です。触覚ボールは手のひら大のイボイボがついたボール。カバンや車、ソファやベッ
ドに転がしておけば、いつでもどこでもセルフケアが可能です。まずは体感して頂き、
自身のからだを再認識しましょう。（＊実際に現場で指導される場合には、日本セルフ
ケアコンディショニング協会・準指導員課程の習得が必要です。）

LW-25
26日（土）
12：30～14：30小谷　さおり

一般社団法人日本セルフケアコンディショニング協会　代表理事
特定非営利活動法人日本Gボール協会　理事

アクティブコンディショニングwithバランスGボール

コンディショニングを目的とした「バランスGボール」のグループレッスンとしての
プログラム展開法をご紹介致します。ボールの数が限られている場合には、定員制や有
料化にすることで参加人数を調整。目が行き届く人数で行うことで、アレンジ次第で幅
広い年齢層が楽しめるレッスンにもなります。イベント、期限付きスクールにもお役立
て頂けます。ぜひご体感ください！

LW-24
26日（土）
10：00～12：00有吉　与志恵

NPO日本体調改善運動普及協会　会長
JAFA代議員

足の神秘　フットコンディショニング ～足のアライメント改善をするだけで体調改善から歩行の洗練まで～

インストラクターにとって、足は商売道具！！　その足のアライメントが崩れると「むくみ」や「はり」
や「疲労困憊」の原因に。このクラスは、足のコンディショニングプログラムです。足裏には姿勢戦略を司
るメカノレセプター（感覚受容器）があります。足をコンディショニングするだけで、姿勢の改善、体調改
善もでき、歩行おも改善することができます。毎日のクラスにもすぐにつかえ、指導者自身も改善できます。
アスリートから高齢者までどなたにでも行え、またパーソナルにも応用できます。是非ご参加ください。

LW-18
26日（土）
15：00～17：00鋳山　和裕

パワートレーナーズ代表
JCCA/マスター講師

コアコンディショニングPLUS ～ツールを併用したキネティックリンク構築と筋膜アプローチ～

コアコンディショニングとして定着したストレッチポール。より効果的な内容にする
為には総合的な身体の動きを見ていく必要があります。問題がある部位を改善するので
はなく、何故そうなったかを見抜くことがポイント。このクラスは、リアライメント→
リセット→ボディコントロールの順をたどりながら『筋膜』へのアプローチも取り入れ、
キネティックリンクを構築させる為の指導テクニックをご紹介致します。
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L-28
27日（日）
10：15～11：15竹ヶ原　佳苗

ポルドブラ　マスタートレーナー
アスリエ　エアロビクス　スーパーバイザー

ポルドブラ ～ダンス、ボディ＆マインドの融合～

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。 落ち着いて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で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１度体験してみて下さい。

LW-27
26日（土）
17：30～19：30岩間　　徹

株式会社プロジェクト・オン　代表
NPO法人日本ホリスティックコンディショニング協会　副理事長

ソフトギムニクエクササイズ ～インナー・アウターマッスルの協調とスタビライゼーション～

ソフトギムニクの最大の利点である「つぶす」「ころがす」の要素を使い、機能不全に
よる筋弱化がおこらないよう、インナーマッスルの筋出力をあげ、アウターマッスルとの
連動をはかり、アクティブな関節周辺の機能を高めるエクササイズをご紹介いたします。
中高年者からハードなエクササイズを好む方まで、身体機能のベースとなりますのでパー
ソナルからグループレッスン、中高齢者指導の方まで幅広く学ぶことができる内容です。

LW-31
27日（日）
15：15～17：15高　　順姫

JAFA 理事
（株）東急スポーツオアシススーパーバイザー

Functional・Reach ～動的可動域～美しい姿勢への導き～

このエクササイズの狙いは、たくさんの筋のつながりをもって相反的に動かしながら、美しいデコ
ルテラインと体幹の姿勢を自分のものにすることです。呼吸による肋骨～体幹の動きを伴いながら股
関節を複合的に動かし、下肢のストレッチへと導きます。じっくり考えられた動作の流れや変化する
姿勢によるしっかりしたストレッチ感は、よろこびと同時にFunctionalエクササイズであることを実感
していただけるでしょう。ご自身のトレーニングに、日頃のエクササイズプランにお役立てください。

LW-40
27日（日）
10：15～12：15齊藤　邦秀

NESTA JAPAN 理事
（有）ウェルネススポーツ　代表取締役

フィットネスの仕事を一生続けていくために必要な「経営者脳」 ～誰でも「経営者」の考え方は身につけられる！～

フィットネスの仕事は楽しくやりがいのある仕事ですが、近年日本の経済状況がおもわしくないこ
ともあり、一生続けていくには？？？と思っている人が多いようです。これからの時代を生き抜いて
一生フィットネスの仕事をしていくためには、フリーランスor社員問わず経営者の視点＝「経営者脳」
を持った人が生き残れると思います。今回は、この「経営者脳」を分かりやすく解説し、皆さんが一
生フィットネスの仕事を続けていくために必要なビジネスの基本的な考え方をお伝えしていきます。

LW-49
27日（日）
17：30～19：30高橋　順彦

パーソナルトレーニングスタジオナノ　代表
名古屋トレーナー勉強会　代表

ペアストレッチを活用した姿勢改善アプローチの基本 ～ペアストレッチを用いた姿勢の見極め方と改善のためのアプローチをイチからを身につけよう！～

これからパーソナルトレーニング指導にペアストレッチを取り入れていきたいと考え
ている方を対象に、主要な筋肉のペアストレッチ方法を確認すると共に、肩甲骨と骨盤
に注目した猫背や反り腰などの姿勢の見極め方や、ペアストレッチを活用した改善方法
を実技満載でご紹介します。ペアストレッチ時のトレーナーの姿勢やポジションや動き
方のポイント、肩こり・腰痛の改善方法も解説しますので、ぜひご参加ください。

LW-46
27日（日）
10：00～12：00尾陰　由美子

NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会会長
JAFA AQUA/AQS

機能的に動くための協調性エクササイズ ～賢く、楽しく、自然に身体を学ぶ！～

小さなボールを使って、身体の使い方を学んでいく講座です。局所的なトレーニングではなく、
全身を協調させて、可動性、安定性、連動性を導き出します。アレクサンダーテクニックの考え方
を応用して、１つ１つのエクササイズを紹介します。ピラティスやヨガ、パーソナルトレーニング、
さらには高齢者指導まで、幅広く応用できるとともに、特に効果の引き出し方やモチベーションの
つけ方を学んでください。日常生活の動作を例に出しながら、身体の使い方を考えていきます。

LW-38
27日（日）
12：45～14：45竹井　伯夫

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

バランスボールを活用したセミパーソナル的レッスンの提案 ～サーキットエクササイズ編～

お客様は今、より「質」の高いエクササイズを求め始めています。そんな中、今後は少人数
でのグループレッスンの需要が高まると予想されます。そこで、バランスボールを活用するこ
とは、お客様が身体に意識を向けやすくなり、姿勢への気づきを得ることができます。トレー
ナーもお客様の癖を洞察しやすく、個別へのより細かなアドバイスが可能なります。姿勢への
気づきの与え方、姿勢やコアに重点をおいたサーキットプログラムを提案させて頂きます。

LW-45
27日（日）
17：30～19：30竹井　伯夫

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

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～

「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、よいコンディションで正しく働けば、コアにスイッチが入り、身体全体
の機能が高まっていきます。・無駄な緊張を抜く⇒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！！

基礎を固める／専門性を高める座学講義
LW-20

26日（土）
12：15～14：15石井　千恵

清心会　藤沢病院　企画調査室長
精神保健福祉士

指導に活かすメンタルヘルスの基礎知識 ～こころ届けよう～

これからの高齢者への指導では、集団に留まらず、パーソナルトレーニング、さらに
は個別性に応じた指導ニーズが高まることが予想されます。そこで必ず必要になってく
るのが、高齢者の心理的特性やメンタルヘルスに関する知識を十分に習得した指導者で
す。このクラスでは、メンタルヘルスの基礎知識から、フィットネスで十分に活用でき
る高齢者とのコミュニケーション技術までをやさしく丁寧にご紹介します。
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アクアプログラム
BU-2

25日（金）
11：30～13：30三浦　栄紀

JAFA AQUA/AQS
（有）エモーション代表

JAFAブラッシュアップセミナー ～アクアダンス　リニアのプログラム編～

アクアダンスは軽快な音楽と共に、水しぶきを浴びながら自由に動きを楽しむことで、
本当に心地よい気分を味わうことができます。この講座では、参加者の安全性を確保し、
楽しく、効果や継続意欲を高められるようなアクアダンスのプログラム作成方法の一つ
であるリニア展開法（動きの繰り返しがない、動きを覚える必要がない）を学び、幅広
い対象者に対応できるテクニックを身につけましょう。

L-3
25日（金）
14：00～15：00三浦　栄紀

（有）エモーション　代表
（株）ルネサンスエグゼクティブアドバイザー

アクアダンス会話型リニア展開法 ～効果や満足度を高める為に～

この講座は、様々な方に即効果を感じて頂けるリニア（覚えなくてもいい）展開法を

活用したレッスンをご紹介いたします。ただ単に、バリエーションをアドオン（積み上

げる）するのではなく、動きの目的や効果をしっかり確認し、参加者と会話を楽しみな

がら展開をしていきます。多彩なバリエーションとコミュニケーションは必見ですよ。

BU-5
25日（金）
17：00～19：00藤原　葉子

JAFA AQUA/AQS、ADD、ADE

JAFA ブラッシュアップセミナー ～アクアダンスウォームアップとストレッチ編～

アクアダンスを心地よく安全かつ効果的に進めるためのウォーミングアップとストレ

ッチの考え方を学んでみませんか？「効果を導くこと」「気持ちよく動けること」「目的

を持って意識できること」は運動の継続につながります。アクアダンスのウォームアッ

プとストレッチのプログラミングを基本に立ち戻って考え直してみましょう！！

その他話題のプログラム
W-32

27日（日）
17：45～19：15坂田　純子

JAFA/ADD、ADE、AQS
教育キネシオロジー財団公認ブレインジムインストラクター・コンサルタント

リズミック・ウォーキングダンス　脳トレ編 ～身体が動けば脳も動く～

リズミック・ウォーキングダンスとは、歩くことさえできれば誰にでも楽しめる運動で、音楽に合
わせて様々な関節運動を行い、心（脳）と身体を動かす新しいエアロビックダンスの形です。本講座
では、グループ指導を担当する指導者が、普段のレッスンにて、リズミック・ウォーキングダンスの
考え方を活かせ、また、クラス展開ができる様、プログラム構成法を学びます。アメリカの教育学者
が考案したブレインジム獏の考え方を参考に、参加者の身体を動かし脳を活性化していきましょう。

JB-39
27日（日）
15：15～18：15尾陰　由美子

フランクリンメソッドエデュケーター、
ピークピラティス認定インストラクター

フランクリンメソッド ～骨盤力が目覚めるフランクリンメソッドのイメジェリーエクササイズ～

身体の機能を改善させるためには、マインドを変えることから始まります。フランクリンメソ
ッドではしっかりした意図に基づいた、鮮明なイメージを持つこと〈イメジェリー〉にトライし
ます。楽しんで、集中しながら、自分の変化に気づく事を通して学んで行きます。今回は特に上
半身と下半身をつなぐ骨盤にフォーカスを置き、骨盤周辺の骨の動き〈ボーンリズム.〉に注目し
ます。まだフランクリンメソッドをご体験されたことの無い方、ぜひこの機会にご体感ください。

LW-42
27日（日）
10：00～12：00加藤　洋子

JAFA/ADD、ADE
（社）日本ウオーキング協会/主任指導員

ノルディックウォーキングのすすめ ～ウォーキングがもっと楽しくなる～

２本のポール（ストック）を使って歩くノルディックウォーキングは、年齢性別問わずに楽しんで
いただくことができ、何といっても、エクササイズとしても大変効率がいいという点がポイントです。
全身の筋肉を無理なく強化し、首や肩の血行も促進させます。ウォーキングに比べエネルギー消費量
が約20%高くなり、膝や腰への負担が最大40%軽減されたという研究結果も報告されていることから
リハビリにも適しています。こんなおいしいエクササイズをぜひ一度体験してみてください。

LW-47 LW-47 女性のためのブレストケア・エクササイズ
～画期的！乳がん自己検診を素敵にアレンジ～　★ピンクリボン活動支援ワークショップ★

乳がん撲滅が叫ばれる中、自己検診と言ってもあまり実行できないもの。それならば普段の
レッスンにさりげなく取り入れよう！と、ボールを使って、乳房ソフトタッチを組み込んだリ
ンパマッサージ＆ストレッチ60分クラスを作成しました。「命を助けるエクササイズ」、今回紹
介するブレストケア・エクササイズはまさにそんな響きがぴったり。乳がんの最新情報も満載。
あなた自身のために是非受講して下さい。

女性のための骨盤メンテナンス
～ボールとラバーのダブルツールを使いこなす～

体の中心にある骨盤。“すべての動きは骨盤につながる”といっても過言ではありません。
女性の大事な子宮と卵巣を抱えているので、きめ細かなメンテナンスが必要です。生活習慣
や年齢、出産やホルモンバランスで弱化している骨盤底も鍛えるだけではストレスを受けま
す。今回はいつものボールに加え、「巻くだけダイエット」で人気のラバーバンドも使い骨
盤周辺筋をほぐして整えます。ダブルツールの醍醐味をたっぷりと楽しんでください。

岡橋　優子

JAFA/ADD、ADE
有）アスカ　代表取締役

27日（日）
12：30～14：30

LW-48

LW-48

27日（日）
15：00～17：00

このカーニバルは、会場となる東海学園大学三好キャンパス近隣にお住まいの方々を主な対象とした一般向けのイベントです。今回は
人間健康学部島岡清教授による「ノルディックウォーク」の体験です。ノルディックウォークは2本のポールを使って歩くことで、上半
身のトレーニングにもなる他、足への負担を減らすこともできるので、中高齢者の健康運動としても注目されています。ノルディックウ
ォークの体験を通して、体を動かすことの楽しさや健康づくり運動の大切さを伝え、運動を始めるきっかけづくりを目指しています。

一般向け「フィットネスカーニバル イン 東海学園大学」

お問い合わせ　東海学園大学　生涯学習推進室　〒468-8514 名古屋市天白区中平2－901
電話 052-801-1201（代表）

日　時：2月27日（日）
13：00～15：30

※LW-47とLW-48を連続してご受講いただ
くことで、女性のボディケアをトータル
に学び、実践指導ができる様になります。



SKは、ADIの取得から初更新を迎える2年間のうちに、7講座ある中から2講
座以上を受講することが義務付けられています。
初めてADIの更新を迎える方が優先的に受講できるように『先行予約』を受
け付けます。SKを先行予約される際は、お名前とADI番号のほかに『ADI初
回更新』であることをお知らせください。（JAFA会員であっても、SKに先行

予約をすることはできません）。SKの申し込みは、先行予約で定員が一杯に
なった場合、一般申込日以降に受け付けいたします。
※SK先行予約対象：ADI登録番号の上3ケタが『427』以降　※SKの
先行予約は、12月7日（火）10：00から16：30までとなります。

JAFAスキルアップセミナー（SK）は、ADI初回更新の方を対象に先行予約を受付！

1.参加クラスを決めた上、電話でお申込みください。

○一般受付開始：12月8日（水）
JAFAフォーラム事務局　薔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日以内に参加申込書をお送りください。
このパンフレットの「参加申込書」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 FITNESSフォーラム2011in東海」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、団体名で振り込む場合は、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。
※参加申込用紙の送付、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：2月14日（月）

5.受講チケットは、1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堅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。

住　所 TEL 携帯電話�

※コピー可�

フリガナ� JAFA会員 No. 運動指導士 No. JAFA AQUA No. 予約受付 No.

ADI 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）�

■お申し込みクラス（○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�

〒�

〒�

FD - 1�
BU - 2�
L - 3�
AL - 4�
BU - 5�
W - 6�
L - 7�

L - 8�
L - 9�
L - 10�
L - 11�
LW - 12�
LW - 13�
SK - 14�

SK - 15�
LW - 16�
SS - 17�
LW - 18�
LW - 19�
LW - 20�
JB - 21�

LW - 22�
LL - 23�
LW - 24�
LW - 25�
LW - 26�
LW - 27�
L - 28�

W - 29�
AL - 30�
LW - 31�
W - 32�
LW - 33�
LW - 34�
LW - 35�

SK - 36�
LW - 37�
LW - 38�
JB - 39�
LW - 40�
FW - 41�
LW - 42�

EW - 43�
W - 44�
LW - 45�
LW - 46�
LW - 47�
LW - 48�
LW - 49

L × （　　　）クラス＝ 円�
LW × （　　　）クラス＝ 円�
JB × （　　　）クラス＝ 円�
W × （　　　）クラス＝ 円�
SK × （　　　）クラス＝ 円�
AL × （　　　）クラス＝ 円�
LL × （　　　）クラス＝ 円�

BU × （　　　）クラス＝ 円�
FD × （　　　）クラス＝ 円�
EW × （　　　）クラス＝ 円�
FW × （　　　）クラス＝ 円�
SS × （　　　）クラス＝ 円�

■FW-41を受講の上、（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。必ず以下に該当する保有資格に□チェックを入れて下さい�

今回のJAFA FORUMをどちらでお知りになりましたか？（複数回答可）�
□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�

JAFA FITNESS FORUM 2011 in TOKAI  参加申込用紙�

参加申込方法
JAFA会員

12月7日（火）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。

●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！

□ 健康運動指導士（番号：　　　　　　　　　）
□ 健康運動実践指導者（番号：　　　　　　　　　）
□ JAFA／ADI（番号：　　　　　　　　　）
□ 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
□ 日本エアロビック連盟専門指導員
□ 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
□ アスレティックトレ－ナ－マスター
□ 運動実践担当者（中央労働災害防止協会）

□ 健康指導担当者（中央労働災害防止協会）
□ 地域スポーツ指導者
□ その他（ ）
□ その他（ ）

※上記以外にも該当する資格はあります。ご不明な方は
申込み前に必ず受講資格をお問い合せください。



    www.gymnic.com   




