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会場のご案内 ※ご連絡はすべて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　090-1054-3683
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レベル別講座選択の目安

目的別プログラム選択の目安

タイムテーブル

 Basic 基礎的講座　　　Advance 応用的講座

  運動初心者指導で特に必要な知識・技術の習得できる講座   高水準の運動指導を行うための専門性の高い講座

  パーソナル指導で特に必要な知識・技術の習得できる講座   高齢者指導で特に必要な知識・技術の習得できる講座

  グループ指導で特に必要な知識・技術の習得できる講座   運動指導の基礎や、幅広い知識・技術を習得できる講座

28
日

月

第１競技場 L-1  A
竹ケ原　佳苗
Dance Show

L-2  A
本間  友暁　鈴木  悠
Middle Aero 
Special

L-3  A
竹ケ原　佳苗
The Step

L-4  A
本間　友暁
Don’t think feel

第２競技場 W-5  B
ヒューゴ　コダーロ
初級のマットピラティス

L-6  B
牧　直弘
ウェーブストレッチ

L-7  B
ヒューゴ コダーロ
バンドを使用した
マットクラス

W-8  B
村上　浩宣
高齢者の運動指導

軽運動室 W-9  B
竹尾　吉枝
チェアエクササイズ

L-10  A
中村　尚人
体幹と上肢のつな
がりを感じる１時間

W-11  A
林　和尚
PNFアイソメトリック・メソッド

SW-12  A
中村　尚人
ヨガの運動特性について

大会議室
自治体説明会

FF-13  B
池田　美知子　加藤　洋子
フィットネスダンス普及員養成講座

29
日

火

第１競技場 W-14  B
加藤　洋子
笑顔満開！コンビネーションエアロ

L-15  B
田中　光代
初中級ステップ
指導の攻略法

CL-16 
奥山　彰
東日本復興支援スペシャル
チャリティレッスン

L-17  B
鈴木　悠
LO－MID
バリエーション

SK-18  B
向井　いくよ
JAFAスキルアップセミナー

第２競技場 SK-19  B 
藤原　葉子
JAFAスキルアップセミナー

FD-20  B
榊原　朋子
フィットネスダンス2時間セミナー：
コリオマスタークラス

L-21  B
有吉　与志恵
足の神秘 フットコン
ディショニング

軽運動室 SW-22  B
藤原　葉子
安心・効果を実感!
元気高齢者を増やそう!

W-23  B
山田　多佳子
YOGAクラスの構成のヒント・
トーク・クラス体験

W-24  B
有吉　与志恵
骨盤・股関節コンディショニング

L-25  B
山田　多佳子
ウエーブリングYOGA

大会議室 L-26  B
田中　光代
ボールde ピラティス

W-27  B
阿部　良仁
肩痛予防のレジスタンス
トレーニング

L-28  B
向井　いくよ
棒で発見！正しい
身体の使い方

W-29  B
阿部　良仁
膝痛、腰痛予防のレジスタンス
トレーニング

11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

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 AFAA実習 講義

L 60分 レッスン 実習 3,000円 2,500円 1.0 ─ 1.0 0.5 0.5
CL 60分 レッスン 実習 3,000円 2,500円 1.0 ─ 1.0 0.5 0.5
SW 90分 ワークショップ 実習 4,000円 3,500円 1.5 ─ 1.5 1.0 1.0
W 120分 ワークショップ 実習 4,500円 4,000円 2.0 ─ 2.0 1.0 1.0
SK 120分 JAFA スキルアップセミナー 実習 4,000円 3,500円 2.0 ─ 2.0 1.5 1.5
FD 120分 フィットネスダンスセミナー 実習 4,000円 3,500円 2.0 ─ 2.0 1.5 1.5
FF 240分 フィットネスダンス養成講座 講義＆実習 7,000円 5,000円 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0

講座参加費／各種資格における取得可能単位数

■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） W-9、SK-19、SW-22
NSCA CEU教育単位認定講座（1時間につき0.1CEU） W-27、W-29
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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 FITNESS FORUM 2011（秋） 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。（FF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。

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:jigyou＠jafa-net.or.jp　
 http://www.jafanet.jp

申込締切  平成23年11月7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！！

　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ます。
　健康づくり施策とJAFA会員、そしてJAFA有資格者の皆様を結びつけ
ていければと考えています。
　“JAFA FITNESS FORUM 2011（秋） 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、さらに相
談窓口を開設します。
　皆様の身近な自治体関係者の方々に、お声がけいただければ幸いです。

■開催期日　平成23年11月28日（月）　11：00～12：30
■会　　場　大会議室
■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FORUM

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講座」
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！

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27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。

JAFAスキルアップセミナー

SK-19
B

29日（火）
12：15～14：15

藤原　葉子

　柔軟性は個人差が大きいため、ストレッ
チエクササイズは、一人ひとりに合わせて
適切に指導することが大切です。
　この講座では、スタティックストレッチ
に焦点を当て、プログラム構成で考慮する
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実践プログラ
ムです。

JAFAスキルアップセミナー
～ストレッチエクササイズ編～

JAFA/ADD、ADE、AQS
NPO法人健康支援エクササイズ協会　会長

　「明確に動くこと」は、参加者に適切な運
動効果をもたらし、活気あるクラスづくり
を実現します。この講座は、一つひとつの
ポイントを丁寧に押さえながら、動き方の
学習を行う実践プログラムです。指導経験
の長い方も、短い方もさらなるスキルアッ
プを目指しましょう。

JAFAスキルアップセミナー
～明確な動き編～

　SKは、ADIの取得から初回更新を迎える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『474』以降。
※『481』は除く。
※SKの先行予約は、9月27日（火）10：00～16：30。

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！

SK-18
B

29日（火）
15：45～17：45

向井  いくよ
JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS
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東北で活動するフィットネスインストラクターによるスペシャルチャリティレッスン
リーボックマーシャルアーツで東北に元気を贈ろう

3.11東日本を襲った大震災、それまで「当たり前」だと思っていたものが一瞬に
して「当たり前」ではなくなり、その「当たり前」が本当は「幸せ」だったと気づ
かされました。運動の出来る幸せ、指導の場に立てる幸せ、大切な方達が側にい
てくださる幸せ。そんな当たり前の幸せが一日も早く被災された皆さんにも戻ってくるよう、
また復興のスピードが緩まぬよう、格闘技エクササイズで元気と勇気のエールを送りましょう。
『顔晴れ（がんばれ）日本！顔晴れ（がんばれ）東北！』

このスペシャルレッスンは参加費の一部を東北インストラクター活動支援として活用させ
ていただきます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

受講者と講師のコミュニケーションカフェ♬
～受講者と講師が親交するアットホームなカフェ～

JAFA FITNESS 
FORUM 2011 
i n   T O K A I
特 別 企 画

日本の音楽を使えば、中高齢者の運動参加率がグ～ンとアップ！
このフィットネスダンス２時間セミナーは、振り付けの習得を中心にした
「コリオマスタークラス」で、ダンスエクササイズの指導を行っている方
や、フィットネスダンスの振り付けを習得したい方を対象に行います。モデ
ルレッスンの使用楽曲は、『ハナミズキでけいらくストレッチ：ハナミズ
キ』『みんな、みんな友達！手話ダンス：手のひらを太陽に』『毎日体操：
365歩のマーチ』を予定しています。この機会にぜひ、歌力（うたぢから）を
活かした指導法を習得してください。

フィットネスダンス2時間セミナー：コリオマスタークラス

FD-20 B

JAFA/ADD、ADE
ホリデイスポーツクラブ　アドバイザー

29日（火） 14：30～16：30

榊原　朋子

♪東海インストラクターコミュニティー♪
 秋

フォーラムの講師が講座前後にFORUM caféに立ち寄ります。講座中に聞
けなかった質問や指導現場においての相談、また名刺交換や記念写真など、
JAFA FORUMを身近に感じてください！
※滞在時間のない講師もおりますのでご了承ください。
コーヒーやお茶、お菓子などをご用意してお待ちしております。
また㈱エステプロ・ラボ協賛のハーブティーもお楽しみいただけます。

ー♪
東日本復興東日本復興

応援メッセージリレー応援メッセージリレー
JAFA FORUM各開催で応援
メッセージボードを展開します。
その中間点となる東海参加のみ
なさん、東日本の復興を応援する
熱いメッセージをお願いします！

被災地 栃木県小山市の奥山彰インストラクターからのメッセージ

～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
推奨プログラムです。この講座は、運動経験の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。
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）

特典  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

フィットネスダンス普及員養成講座

FF-13 B

JAFA理事
フィットネスダンスプロジェクトリーダー

JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS

28日（月）
13：30～17：30

池田　美知子（左）

加藤　洋子（右）

活動 ネ イ活動する トネ イ ト クタ による ペシ チ リ
東北復興支援特別企画「日本の元気プロジェクト！」東北復興支援特別企画「日本の元気プロジェクト！」

てくるるようようう

ジジ

11月28日（月）11：30～16：30、11月29日（火）11：00～16：00

CL-16

JAFA/AQS
健康運動指導士

29日（火）
13：15～14：15

奥山　彰
（栃木県小山市）
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エアロビクス系プログラム

STEPプログラム

ヨーガ

ピラティス

L-1 A 

竹ヶ原　佳苗 28日（月）
12：45～13：45

　最近はダンスエアロビクスも浸透してきました。実際体験してみると感じると思いますが、ダンスって
楽しいですよね！ダンスの醍醐味は曲とコリオグラフィの一体感だと思います。このクラスで、曲を生か
したコリオグラフィがいかに人を惹き付けるか、そして楽しいかを感じて下さい。完成したコリオグラフィ
はダンスですがエアロビクスのベースに少しずつ変化要素をつけていき、あらゆるフィットネスレベルに
対応出来るように展開しますので、どなたでもご参加頂けます。皆様のご参加お待ちしています。

Dance Show ～ダンスって楽しい！！～

スポーツスパアスリエ　スーパーバイザー
リトモス　マスタートレーナー

L-2 A 
本間　友暁
鈴木　悠

28日（月）
14：00～15：00

　全国で活躍中の2人、本間友暁と鈴木悠による初めてのスペシャルジョイントレッスンです。ローイン
パクト～ミドルインパクト中心のプログラム構成で様々なコリオバリエーションをご紹介していきます。
刺激的なプログラム展開と分かりやすい指導が持ち味の2人が織りなすエアロビクスは自然と心と身体が
弾む事間違いなし。2人のレッスン中の掛け合いも楽しみの1つです。是非この機会にご参加下さい。

Middle Aero Special

本間　JAFA/ADD、ADE　㈱GROW POINT 代表取締役
鈴木　JAFA/ADE　ボディーアートジャパン　ライダー契約

L-4 A 

本間　友暁 28日（月）
16：30～17：30

　音楽を感じ、自らの身体や呼吸を感じ、他の参加者やインストラクターとの一体感を感じる事が出来た
時、エアロビクスの醍醐味を改めて実感出来ます。しかし、動きづらいプログラム構成や分かりづらい指
導、場の雰囲気を把握せず臨機応変なコミュニケーションを怠れば、それらを感じてもらう事は難しくなっ
てきます。このエアロビクスレッスンでは、動きやすいプログラム構成や分かりやすい指導をご紹介し、
エアロビクスの醍醐味を感じて頂きます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

Don’t think feel

JAFA/ADD、ADE
㈱GROW POINT　代表取締役

W-14 B 

加藤　洋子 29日（火）
9：45～11：45

　いつの時代にも愛されるエアロビクスは、安全で、楽しく、効果を感じる素晴らしいエクササイズです。
だからこそ、スムーズなプログラム展開、やる気にさせる声かけや雰囲気作りは、とても大切です。この
講座では、コンビネーションに焦点をあて、抑えておきたい2つのポイントをお伝えします。①左右対称に
動きを展開する技法を学び、インサート法を活用したプログラムづくりを理解します。②動きの指示以外
に何をどのように伝え、どのように盛り上げたらよいのか学び、そのスキルを体得します。

笑顔満開！コンビネーションエアロ ～次世代を担うインストラクターへ～

JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS

L-17 B 

鈴木　悠 29日（火）
14：30～15：30

　今とても増えているロー・ミッドインパクトのレッスン。コリオ作成に頭を抱えることもありませんか？
このクラスでは、ローインパクトを担当している指導者に向けて、「即現場で使えるバリエーション」をコ
ンセプトに、展開やレイヤリングのアイデアをご紹介します。ぜひこのレッスンでのヒントを皆さんのレッ
スンに取り入れてみてください。

LO－MIDバリエーション ～すぐに使えるローインパクトレッスン～

JAFA/ADE
A.E.C.エアロビクスインストラクター養成コース 講師

L-3 A 

竹ヶ原　佳苗 28日（月）
15：15～16：15

　動きやすくて気持ちいいステップをしませんか？クリエイティブ過ぎるコリオグラフィで棒立ち・・・で
はエクササイズの意味がありませんよね。リズムチェンジはコリオグラフィのスパイスとして、そしてター
ンは流れの中で自然に・・・と無理のない動きで展開します。簡単過ぎず、でも難しすぎない竹ヶ原流【Step 
Journey】へようこそ！　皆さんをわかりやすくナビしていきます。レッスンにもすぐに活用できる内容、
ヒントが満載です。是非ご参加下さい。

The Step ～KT スタイル～

スポーツスパアスリエ　スーパーバイザー
リトモス　マスタートレーナー

L-15 B 

田中　光代 29日（火）
12：00～13：00

　初中級クラスには幅広いレベルの方々が参加されます。多くの参加者に安心してステップを楽しんでい
ただくためには、いきなりハードルの上げすぎは禁物！！初級からドロップアウトすることなくレベル
アップが図れるようなプログラミングの仕方や展開方法の工夫、また、私なりの指導の攻略法をレッスン
形式でご紹介いたします。

初中級ステップ指導の攻略法 ～初級からスムーズにレベルアップ～

JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS

L-10 A 

中村　尚人 28日（月）
13：15～14：15

　体重を上肢で支持することはヨガのアーサナには多く出てきます。しかし、上肢での体重支持は日常で
はあまりありません。ですから逆に退化しやすいところでもあります。肩凝りや五十肩など肩に関する障
害が多いのも、人間の特長でもあります。四足動物の頃の上肢の強さをアーサナを通して呼び戻していき
ましょう！上肢と体幹の繋がりを感じて下さい。難しいアーサナも出てきますので、ヨガの経験がある方
や、他の運動経験がある方を対象とします。

体幹と上肢のつながりを感じる１時間 ～手で体重を支持するコツをつかむ～

TAKAT EIGHT　代表
理学療法士

SW-12 A 

中村　尚人 28日（月）
16：45～18：15

　ヨガは何千年もの年月をかけて実践的に実証された科学です。心を調整し、身体を鍛え、長寿法であり、
かつ悟りへの「道」です。では、他の一般的な運動形態と何処が違うのでしょうか？実践と解説を平行し
て行います。この講座での解釈は一般的に広まっているヨガのイメージと若干異なるところもあるかも知
れません。医学的側面から紐解いていきます。ヨガの経験がある方を対象とします。

ヨガの運動特性について～ヨガは何が他のスポーツや運動形態と異なるのか？～

TAKAT EIGHT　代表
理学療法士

W-23 B 

山田　多佳子 29日（火）
11：30～13：30

　YOGAクラスの内容や展開方法がマンネリ化している、いつも同じ内容になってしまってはいません
か？先輩指導者のコピーやマニュアルにとらわれず、自分自身のオリジナルを見つめなおしてみましょう。
太陽礼拝のフローを曲に合わせて一緒に動くパートも体験します。音源の紹介もします。インドやアメリ
カのヨーガ事情にも触れてみます。これから、YOGAの指導者を目指す方やYOGAのテイストを少し入れ
たいと思っている方もぜひご参加ください。

YOGAクラスの構成のヒント・トーク・クラス体験 ～自身のオリジナルクラスのベースを学習する～

JAFA/ADD
廣池ヨーガ　師範

L-25 B 

山田　多佳子 29日（火）
16：00～17：00

　筋肉を伸ばしリフレッシュに欠かせないのがストレッチング、またYOGAのポーズは血流を良くします。
このクラスでは、更に、『ほぐす』『伸ばす』『引き締める』の要素をウエーブストレッチリングを使用し、ヨー
ガのポーズを一緒に体験し、カラダを十分ほぐしてみましょう。ヨーガ経験のない方もカラダの硬い方も
是非、ご参加ください。

ウエーブリングYOGA ～ミラクルなウエーブストレッチリングを使用～

JAFA/ADD
ウエーブリングYOGAスーパーバイザー

W-5 B 

ヒューゴ  コダーロ 28日（月）
11：15～13：15

　Joseph Pilates氏は「頭ではなく体に教えなさい」とよく言っていました。ピラティス指導者の我々は、でき
るだけ生徒たちに正しい姿勢や動きを体で感じて、記憶させることです。このワークショップでは、初心者に
あった動きを選び（基礎技術やエクササイズの優しい段階）、補助用具の使用方法と簡潔な言葉で適切なキュー
イングやトランジション（移行）の方法に焦点をあてます。すぐ、指導に実践できるワークショップです。

初級のマットピラティス ～初心者のためのシンプルで気持ちよく流れのあるマットクラス～

ピークピラティス国際トレーナー
HUGO-ownyourbody　代表

鈴木　悠本間　友暁
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コンディショニング系プログラム

高齢者向け指導プログラム

L-7 B 

ヒューゴ  コダーロ 28日（月）
14：45～15：45

　マットエクササイズは、ピラティスメソッドの起源であり、基盤ですが、サポートがないために最も身
体にチャレンジが求められます。そこで用具を使うことによって動きの精度を高めることができます。特
にセラバンドを使うことでピラティスに欠かせないレングス（長さ）やオポジション（逆方向に引っ張り
合うこと）が意識しやすくなります。このクラスではすべてのエクササイズにバンドを使用することで、
新しい身体への意識を味わってください。

バンドを使用したマットクラス ～身体の意識を高めてピラティス効果ばつぐん！～

ピークピラティス国際トレーナー
HUGO-ownyourbody　代表

L-26 B 

田中　光代 29日（火）
10：15～11：15

　ピラティスのグループ指導において、参加者1人1人に身体の使い方までしっかり感じてもらうのはなか
なか大変ではないでしょうか？バランスボールの持つ不安定な性質は、コアの安定やコントロールといっ
たピラティスとの相性が抜群です。ボールを使うことでより身体を意識しやすくし、また、より楽しさを
体感していただけるさまざまなバリエーションをご紹介します。バランスボールを指導されている方やピ
ラティスの経験がない方にもお勧めいたします。

ボールde　ピラティス ～バランスボールを使えばバリエーションがサクサク～

JAFA/ADD、ADE
ACSM/HFS

L-6 B 

牧　直弘 28日（月）
13：30～14：30

　人間本来のボディアーチをリメイクする為に考案されたこのウェーブストレッチ。硬くなった身体をこ
のウェーブリングで「ほぐし」、身体の意識を目覚めさせ、気持ち良く「伸ばし」ます。中高齢者にも対応
できるウェーブリング活用法を、ぜひご体感ください。

ウェーブストレッチ ～中高齢者にも対応できるウェーブストレッチリングの活用法～

NPO法人日本ウェーブストレッチ協会　代表
㈲MAKIスポーツ　代表取締役

W-11 A 

林　和尚 28日（月）
14：30～16：30

　スポーツ・コンディショニングにおいてのアイソメトリックは、主に関節可動域を改善し柔軟性の向上を目的としたス
トレッチ・テクニックの一つとして用いられています。一方、PNFにおいては、関節の安定性をも改善し、筋出力を向
上させ、四肢・体幹のスタビリティを改善させることによる“コア”の確立など、アイソメトリックの持つ様々な促通効
果を引き出し、リハビリテーション手技として最大の効果をあげています。この講座ではPNFアイソメトリックメソッド
の理論・基本手順を理解し、アスリートの潜在能力を引き出すテクニックともなり得る理論と実際をお伝えします。

PNFアイソメトリック・メソッド ～解剖学の視点から～

全国総合医療協会認定カイロプラクター整体術師
カイロプラクティック整体院Bears Hand　院長

L-21 B 

有吉　与志恵 29日（火）
16：45～17：45

　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」
といった疲労の原因に。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、歩行改善までも可能です。毎日のクラスにも
すぐにつかえ、指導者自身も改善でき、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
も応用できるものです。是非ご参加ください。

足の神秘　フットコンディショニング ～足を整えるだけで「体調改善」から「歩行の洗練」まで～

NPO法人日本体調改善運動普及協会（NCA）会長
ACSM/HFS

W-24 B 

有吉　与志恵 29日（火）
13：45～15：45

　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こともできるようになります。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～

JAFA　東京代議員
NPO法人日本体調改善運動普及協会（NCA）会長

W-27 B 

阿部　良仁 29日（火）
11：45～13：45

　肩は、上腕と肩甲骨の安定性を高めるローテーターカフ筋群、肩甲骨の動きをコントロールする肩甲骨
と胸郭を繋ぐ筋群、上腕の動きを力強くコントロールする上腕骨と胸郭をダイレクトに繋ぐ筋群から成り
立っています。これらの筋群の関係を見極めつつ、それぞれの筋群に必要な筋力を強化するレジスタンス
トレーニングについて、ダンベルや自体重を利用しながら行う方法について実習します。上肢のレジスタ
ンストレーニングの基礎を学びたい方々大歓迎です。

肩痛予防のレジスタンストレーニング ～ダンベルや自体重を利用したコンディショニングとしての筋力トレーニング～

NSCAジャパン　事務局長
NSCA/CSCS

W-8 B 

村上　浩宣 28日（月）
16：15～18：15

　『高齢者』とは、どのような人たちのことを言うのでしょうか？その高齢者はどこにいるのでしょうか？
高齢者の健康づくり（QOL）と言われていますが、その対象者の多くは、『動ける』人たちが中心ではない
でしょうか？我々がアプローチしていかねばならないのは、動ける高齢者から介護認定を受けている人たち
まで幅広く、高齢者の身体の状態は日々刻々と変化しています。今回は名古屋を中心に行っている介護施設
内での取り組みを紹介しつつ、私たちの今後の可能性とそれに向けた準備を一緒に研究したいと思います。

高齢者の運動指導 ～介護施設内での運動指導　ニーズの研究とエクササイズの紹介～

NESTA JAPAN　シニアアドバイザー
水泳上級コーチ

L-28 B 

向井　いくよ 29日（火）
14：00～15：00

　ヒノキの棒を使って素足で機能改善を目指します。機能改善というと高齢者の方向けにと思われるかも知れ
ませんが、このクラスは高齢者の方々は勿論、トレーニング愛好者の方々にも足底から正しいアライメントを
取ることで気づきと修正が促せる欲張りなクラスです。機能改善には各関節のトレーニングとストレッチも含
まれます。棒を使っての極上のストレッチを味わってみてください！きっとあなたもとりこになりますよ！

棒で発見！正しい身体の使い方 ～素足で感じて感覚を磨く～

JAFA/ADD、ADE
NPO法人健康支援エクササイズ協会　スペシャリスト

W-9 B 

竹尾　吉枝 28日（月）
11：00～13：00

　チェアエクササイズは科学的根拠に基づき、強度・目的別プログラム構成が可能であり、立ってでは動
かしづらい筋骨格をしっかりと動かすことができます。骨盤・脊柱リズムに着眼したプログラム構成は、
正しい姿勢づくりにもお勧めができます。覚えやすいその運動内容は、高齢者・低体力者に運動の習慣化
を導き、指導者には楽しく学んでいただける教材となります。本講座は、様々なチェアエクササイズの実
例をご紹介し、解説していきます。少子高齢社会に対応できる指導者を目指しましょう！

チェアエクササイズ ～イス1つで出来る健康づくり・介護予防～

JAFA/ADE
NPO法人１億人元気運動協会　会長

W-29 B 

阿部　良仁 29日（火）
15：15～17：15

　大腿部と骨盤を繋ぐ股関節の筋群の役割は、日常動作においてもスポーツ動作においても非常に重要で
す。本講座では、スクワットやランジ動作を通じて、膝や腰への負担を軽くするための身体の使い方や、
これを可能にする筋力の強化について、ダンベルや自体重を利用しながら行う方法について実習します。
下肢や体幹のレジスタンストレーニングの基礎を学びたい方々大歓迎です。

膝痛、腰痛予防のレジスタンストレーニング ～ダンベルや自体重を利用したコンディショニングとしての筋力トレーニング～

NSCAジャパン　事務局長
NSCA/CSCS

SW-22 B 

藤原　葉子 29日（火）
9：45～11：15

　元気高齢者を増やすために安全で効果を実感できる楽しいプログラムの提案です。自分の足で踏ん張る
力、身体を引き上げる力をつけ、負けない気力と自信を持たせるにはどうしたらよいでしょうか？要支援
第一位の要因は関節疾患で、高齢者の多くの人がどこかしらの関節を患っています。関節疾患を悪化させ
ずに、脚筋力の強化、体幹の安定を図るために、姿勢・バランス力・関節疾患の関係について解説後、座位・
立位、ツール有・無の実技を体験してください。継続のコツや新情報も満載です。どうぞお楽しみに！

安心・効果を実感!　元気高齢者を増やそう! ～負けない気力・踏ん張る力・身体を引き上げる力～

JAFA/ADD、ADE、AQS
NPO法人健康支援エクササイズ協会　会長
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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
CL × （　　　）クラス＝ 円
SW × （　　　）クラス＝ 円
W × （　　　）クラス＝ 円

SK × （　　　）クラス＝ 円
FD × （　　　）クラス＝ 円
FF × （　　　）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（　　　　　　　　　　　　）
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■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28日（水）
　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 FITNESS FORUM 2011（秋）in 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：11月18日（金）

5. 受講チケットは、10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27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。

　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 FITNESS FORUM 2011（秋） in TOKAI  参加申込用紙 ※コピー可
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