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■JAFAツアーで決まりでしょ！
　IDEAコンベンションは、私にとっては久しぶりの参加で

した。前回が1999年のラスベガス開催のもので、その後NY

のテロがあったため海外へは全く行っていませんでした。今

回の参加にあたっては「日々のス

トレス解消だ～！ 楽しむぞ～！」

という軽い目的と違い、今回は地

域レポーターとして体験取材＆記

事書き！ があったので「うひゃ

～」「わくわくウキウキ○○の旅」

とは異なった“責任感”なるもの

で気持ちが高ぶる私でした。

　さて、JAFAのツアー以外でもIDEAに参加したことのある

私ですが…絶対、JAFAツアーがお勧めです（ゴマすりでは

なく）！ なぜなら、鶴見理事長がいつも同行してくれて英

語ペラペラ！ JAFAスタッフの財満さんも同様にペラペラ！ 

このお二人がいらっしゃるだけで鬼に金棒なのです。さりげ

なくサポートしてくださるだけでなく、問題発生時の対応が

冷静でテキパキ、スムーズ！ とっても頼りになるので、超

～安心です。

　今回は飛行機が遅れたり、ホテルでちょっとした事件が

あったりしましたが、コンベンションの参加にあたっては特

に問題ありませんでした。逆に、飛行機の遅れのおかげでサ

ンフランシスコ空港での待ち時間にツアーメンバーは仲良く

なれました。毎回のことですが、実にいろいろな目的で全国

からこのツアーに参加されている方々です。もちろん、イン

ストラクターでない方もいらっしゃいます。今回、私はリポー

ターとしてその目的をお聞きしたくてアンケートをとりまし

たので、参加者の方々の思いを知ることができてラッキーで

した。IDEAコンベンションに参加してみたいけど…と思い

つつも、まだの方はぜひ参考にしてもらって次回の参加に決

意を固めてみては、と思います。以下にアンケートに見られ

たコメントをいくつかご紹介します。

・各国のプレゼンテーターのクラスがまとめて受講できる！
・フィットネスのトレンドを知るため
・会社の新プログラム開発のため
など、自分自身の勉強や、会社のお仕事から、

・ウエア、グッズの買い物のため
・リフレッシュのため
などの目的の方もいるのです。

　実は、IDEAコンベンションは『買い物の鬼』になれるイ

ベントでもあります。私のような貧乏イントラで、普段レ
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オタードも思い切って買えずケチっ

ている人でも、いつの間にか買い物地

獄に落ちてしまうところかもしれませ

ん。さまざまなウエアやシューズは日

本では見られないものがた～くさん！ 

CD、DVD、ツール、IDEAブースで出

している商品もいいですぞ！ カワイ

くて便利なヨガバッグもあり、私も

ゲットしました。

　なぜ、こんないろいろなグッズが揃うかというと『エキス

ポ』というものがあるのです。要するに展示会場ですネ。す

ご～く広いところにさまざまな商品のブースがたくさん出て

いて、何回も足を運ばないと回りきれないほど。そしてこ

のブースたちは、お客さんを呼ぶために無料のグッズをくれ

たり、割引をしてくれたりします。もちろん、IDEA参加者

にはこれらのクーポン券が最初に渡されるレッスン日程表と

ともについています。有効に利用すると本当に楽しいですよ

～！ 

　IDEAコンベンションの体験ではないところに力が入って

しまいましたが（笑）、「勉強のため」だけがIDEAじゃ～ご

ざいません！ おまけの魅力もお伝えしておきたかったので

す。

■さて、本題です（コンベンションの様子）
　IDEAコンベンションに参加することを決めてJAFAに申し

込みをすると、レッスンの内容説明とスケジュールが送られ

てきます。IDEAが出している英語版とJAFAが日本語訳した

もの（これがとってもウレシイです☆）を見て、自分が受け

たいワークショップやレッスン、レクチャーなどを決めて申

し込みます。

　申し込み用紙には、同じ時間帯については第３希望のクラ

スまで記入できます。第１希望は取れてなくても、別のクラ

スにチェンジすることが可能となっています（ただし、満

員でなければ）。今回、私は初めてプレコンベンションとい

うコンベンション前日の、別料金を払って参加できるもの

にチャレンジしてみました（これに参加しない方々は、オプ

ショナルツアーやショッピングなどこの日一日オフですぞ）。

今回のプレコンベンションは、サイクリングワークアウト、

STOOTピラティスV2MAX、コーチング、ボディマインドプ

ログラムなど。どれも時間は９：00～17：30くらいのもので、

人数は30 ～ 150人までくらい、参加費は150ドル～ 300ド

ルくらいとバラバラです。

　私は、去年STOOTピラティス

のマットのライセンスを取った

ばかりだというのに、無謀にも

最新プログラムV2MAXのワーク

ショップをチョイス！ さて、こ

こで助言。「英語がわからないっ

ていっても、動きを見ればある程

度わかるよね～」という甘い幻想は捨てましょう…特にピラ

ティスのクラスでは…。３人組で１つのマシンにつき、お互

い助け合いながら指導したり、されたり、というクラス内

容でしたが結果は散々。私のグループの方、ごめんなさい！ 

一人ベテランインストラクターの方がいてくださったから、

なんとかなりましたが、かなりご迷惑をおかけしてしまいま

した。思いっきり笑顔を作ってみましたが、私以外の人たち

のひきつったお顔が、悲しかったですっ（TT）

　英語がわからなくてもついていけるもの（例えばレッスン

形式のもの）と、動きや内容がある程度推測できる状態で挑

めるものが実になるかもしれません（あくまでも私のような

状態の人はですが…）。ちなみに、V2MAXという器具は、リ

フォーマーとキャデラックを合体させたようなものでした

（ピラティスの器具を知らない方は調べてみてネ）。

　その他、私が参加したクラスを以下に紹介します。

『YogaFit』（講師：ベス・ショウ）／スムーズな動きで繰

り返し動き、参加者が楽しめる誰もができるよう工夫

された雰囲気にこだわったYoga。

『Ashtanga Concept for Group EX』（講師：トレーシー・

グレノン）／だれでも難しいアシュタンガ・ヨーガの

アーサナを楽しめるようにレイヤリングしたもの。

『The Beat Goes On』（講師：キャリー・アンダーソン）

／エアロ、ダンス系では、日本でもおなじみのキャ

リー・アンダーソン先生によるハイ・ロークラス。や

はり！ というか彼女のわかりやすくスムーズな指導

には感激！ 難しいコンビネーションを、私でも気持
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ちよく動かしてくれるレイヤリング展開は、とても参

考になります。人柄も素晴らしいので、レッスン後は

たくさんの参加者に囲まれていました。

『Hip-Hop for All』（講師：トニー・ストーン）／HipHop

のクラスの中では、すご～くわかりやすく、繰り返し

のレイヤリングによって参加者優先の指導で、常に参

加者と自分の距離間を楽しくしていくことに徹してい

ました。

　逆に、この後のダンスのクラスの中には、思いっきり振り

付けが難しく、伝え方も雰囲気作りもよくなくて、参加者の

半数近くがバラバラと部屋を出ていってしまうというインス

トラクターのクラスもあり、参加者を惹きつける要素の勉強

になりました。

■ビッグニュース　その１
　日本で大ブレイク中の“ビリー・ザ・ブートキャンプ”の

ビリーの無料特別レッスンがありました（こういうのは、

IDEAで初日にもらったスケジュール帳をしっかり見ていた

人だけが知ることができた情報なのだ！）。このツアーでお

友達になった樋口さん、北村さん、佐藤さんたちとミーハー

参加！ ビリーおじさまのパワーに圧倒されましたよぉ～あ

のDVDよりすごい！ 51歳とは思えないすばやい動き！

　何より、人を惹きつける温かさをもった人柄に人気のヒミ

ツがうかがえました。レッスン後は一緒に写真に写りたいた

め大奮闘！ ねばった甲斐もあり、ツーショットに成功！ 今

のところ、メンバーさんたちへの自慢タネNO.1です！

■ビッグニュース　その２
　JAFAツアーの一員で、昨年からコンベンションでプレゼ

ンテーションされている治面地順子先生のアルファービクス

を体験！ アルファービクスの存在は、ずっと以前から知っ

ていたものの体験するのは初めての私。エキスポにも出展さ

れていて、色とりどりの太くてやさしい負荷のゴムバンドを

見ていた私は興味津々。「どんな風に使われるんだろう？」

と思って参加しました。

　まず、治面地先生そのものがアルファー波！ ゆっくりと

した美しい英語は、まるで詩のように耳にやさしく響いて、

動きもゆったり気持ちいい。特に、他のレッスンで疲れた心

とカラダに「あぁ、アルファ～」。

　参加者の中には、膝が悪そうな中高年の方や、そういう方々

の指導者だろうと思われる方などが、気持ちよさそうに動か

れていました。治面地先生には、帰りのバスの中で突撃イン

タビュー（先生の隣って心地いい～）！

　アルファービクスをIDEAに出された理由は？ とお聞きし

たところ「日本でのアルファービクスの歴史は長く、中高年

の方々や主婦層など多くの参加者が長く続けられているエク

ササイズです。ソフトで持ちやすく負荷の小さなゴムバンド

ですが、高齢者や筋力のない方にはチャレンジ要素にもなる

し、ストレッチに使うのはもちろん、リラクセーションにも

効果的です。気持ちよかったでしょ、片山さん？」とおっしゃ

いました（私の返事はもちろん「ハイッ！」でした）。数々

のデータも取っていて、自信をもって勧められるエクササイ

ズなので「世界に広めたい！」という思いで昨年から参加さ

れているのです。

　次にIDEA参加者の反応は？ とたずねたところ「アルファー

ビクスのインストラクターになりたいが、養成コースはあ

るのか？ など積極的な質問もあり、うれしかったですね。

DVDやゴムバンドがとっても売れました！」とコメントをい

ただきました。

　何かポリシーを持って指導を続けてらっしゃる人たちに

は、いつもエネルギーやパワーが感じられますが、それは国

や人種の壁を越えても伝わるものですよね。治面地先生、お

答えいただきありがとうございました～！
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TEL．０３（３５５３）９９１１ FAX．０３（３５５３）９６９０
URL http : / /www.i-e-m-a.org E-mail info@i-e-m-a.org国際救命救急協会

＊講習時間等は下記までお問い合わせください。
＊なお、当協会でのCPRセミナーは、JAFA ADI、AQUAの教育カリキュラムになります。新規受講で２単位、資格継続で１単位の取得となります。

ＥＭＡセミナー2007年９月開催予定

IEMA

●CPR BASIC＋AEDコース
　▼９月１日（土）新潟県新潟市　▼９月２日（日）名古屋市千種区　▼９月９日
　（日）福岡市中央区　▼９月16日（日）東京都中央区　▼９月17日（月祭）名古屋
　市千種区　▼９月29日（土）大阪市東淀川区　▼９月30日（日）高知県高知市
●CPR ADVANCED＋AEDコース
　▼９月16日（日）東京都中央区

●BASIC INSTRUCTOR養成 コース
　▼９月23・24日（日・月祭）東京都中央区
●ADVANCED INSTRUCTOR養成 コース
　▼９月22 ～ 24日（土・日・月祭）東京都中央区
●EC コース
　▼９月８・９日（土・日）東京都中央区
●SPORTS MASSAGEコース
　▼９月９日（日）東京都中央区
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■私のお気に入り
　今回、いろいろなワークショップやレッスンに参加

した中で、私が一番興味を引かれ好きになったものは

『GYROTONIC：ジャイロトニック』です。らせんの動きが

これほど筋肉と関節、そして心にも心地よく働きかけてくれ

るとは！ 慣れないレッスンや動きで筋肉がかなりまいって

いた私に、びっくりするほどカラダへの“ゆるみ”を与えて

くれました。

　しかも、このクラスで、USAでパーソナルトレーナーをし

ている日本人女性とお友達になれて、かなりうれしかったで

す！ その後、現在もメールのやりとりをしています。こう

いったつながりが生まれるのもIDEAツアーに参加すること

のメリットですね。

■まとめ
　今回、これだけはレポーターとしてやってみよう！ と思

い、日本から用意していったものがあります。それは、各国

からの参加者の目的などを知るためのアンケート用紙です。

英語でインタビューできれば簡単なのでしょうが、また、録

音して聞き取れる能力があればそうしたでしょうが、何もで

きない私でも、英文で書かれたものに記入さえしてもらえば

何とかなるもの。そういった発想で準備

しました。

　アンケート用紙はJAFA鶴見理事長に

添削していただいたもので、いざGO！ 

誰一人として拒否されず、真剣に記入し

ていただき、ときにはさらに質問の英語

を添削してくれたりする方もいて、和や

かに進みすごくうれしかったです。

　これを見せて仕事したらきっとス

ムーズ！ ということで、事前にIDEAの

プレスパスを用意していただき、『ヘル

スネットワーク』のバックナンバーも

持っていったのがとても役立ちました。

いろいろ気を遣ってくださったJAFAス

タッフの皆さんのおかげです。感謝で

す！ 最後にその成果をご紹介しましょ

う！

「お国はどちらから？」→USA、メキシコ、フィリピン、
イスラエルなど。

「IDEAに参加する目的は？」→自分のやっているレッスン
や、興味があってこれから始めたい新しいエクササイズ
の勉強のためという方がほとんど。

「お国やクラブで人気、HOTなEXは？」→ダンス、ヨガ、
ピラティス、BOSUバランスなどは予測したものでした
が、ZUMBAというラテンダンスと室内サイクリングの
クラスは予測外！ 大変ポピュラーでHOTなものだそうで
す。日本にこのあたりの波はくるのでしょうか？ 皆さん
はどう予測されますか～？

　さて、これから日本のフィットネスは、どう変わっていく

のでしょうか？ 普段、あまり広くそんなふうに思うことな

く日々自分のレッスンで手一杯ですが、こんな気持ちになっ

て世界の人たちと自分、日本と世界なんて思いを味わうこと

の大切さはIDEAというイベントに参加したからだと思うの

です。

　皆さんも、ぜひ参加してみませんか？

IDEAコンベンションは、プレス許可を取っていても写真撮影はNG。なので、イラストを描いてみました。


