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プログラミング微差力で 
ウォームアップを活性化！ 

W-2 
井上　トキ子 

マットピラティス  
with all the props

LW-9 
高田　香代子 

リフォーマー on マット 

LW-8 
高田　香代子 

水中ウォーキングを 
さらに楽しくする、コツ！ 

L-14 
池田　扶実子 

JAFAブラッシュアップセミナー 

BU-13 
池田　扶実子 

ステップバリエーションを 
拡げよう！ 

W-17 
井上　トキ子 

2010進化型　 
ハイ＆ロー＆ダンス 

L-18 
井上　トキ子 

JAFAスキルアップセミナー 

SK-20 
久保田　吉浩 

シンプルエアロにレジスタンス　 
使って三役、お役立ち間違いなし！ 

LW-21 
池田　扶実子 

高齢者向け運動指導にチャレンジ 

LW-23 
原崎　千鶴子 

実践！高齢者向け 
運動指導にチャレンジ 

W-24 
原崎　千鶴子 

ジョイビートスペシャル 
ワークショップ 

EW-25 
笠原　清志 

絶対に身につけておきたい 
指導技術と動作技能 

W-1 
本間　友暁 

「本間流」エアロ 
ビクスのカタチ 

L-3 
本間　友暁 

シニアが喜ぶ運動指導法 

W-4 
山田　泰子 

女性のための骨盤＆ブレストケア 

LW-7 
岡橋　優子 

マニュアルレジスタンステクニック 
の応用 

LW-6 
阿部　良仁 

マニュアルレジスタンステクニック 
の基礎 

LW-5 
阿部　良仁 

JAFAスキルアップセミナー 

SK-10 
遠藤　美枝 

安全で効果的な有酸素運動の 
プログラム作成方法 

LW-12 
久保田　吉浩 

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 ※30分の休憩時間含む 

※30分の休憩時間含む 

FW-11 
山田　泰子 

ボールストレッチ・ 
バリエーション満載！ 

W-15 
岡橋　優子  

「初心者エアロ」の重要性 

W-16 
樋口　敬勇 

自治体説明会 
フィットネスダンス普及員養成4時間セミナー 

FD-19 
池田　美知子　和田　左千子 

アクティブヨーガ 

W-22 
久保田　吉浩 

水中格闘技 
サーキット 

W-26 
平川　あゆみ 

水中機能改善塾 

L-27 
平川　あゆみ 

※Gボール 
G1P

※GボールG1P

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

幅広くフィットネスに関する知識・技術を習得

ダンスワークアウト

ピラティス系クラス

ウォーキング系クラス

格闘技系クラス

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 2010 in
HOKKAIDO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22年9月13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
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（分） 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

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

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

FD 240分 ワークショップ 講義＆実習 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 講義＆実習 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

12、23以外
12、23

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-7、W-15■上記以外の団体の教育単位
認定講座について

NSCA CU教育単位認定講座（1時間につき1単位） LW-5、LW-6

ADI/JAFA
AQUA

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 2010 IN HOKKAIDO ”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22年10月10日（日） 10：15～11：45
■会　　場 多目的ホール
■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 ご参加いただく自治体関係者の方には、9日（土）/10日（日）の

フォーラム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！

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、総合案内へお越しください！！

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　8月17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。

北翔大学 
北方圏生涯スポーツ研究センター SPOR

HOKUSHO

■道立 
図書館 

■道立 
教育研究所 

■とわの森 
三愛高校 

■札幌学院大学 

■えばあホール 
ラルズ■ 

スパー 

正門 至
札
幌
 

至岩
見沢
 

JR大
麻駅 

JR
函
館
本
線
 

■ 

12

スポル 

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

〒069-8511
江別市文京台23番地

■交通のご案内
●JR 函館本線でのアクセス
JR「札幌駅」より快速で約11分、普通で約20分。
JR「大麻駅」で下車して徒歩約15分

●新千歳空港からのアクセス
JR「新千歳空港駅」より快速で約35分、JR「新札幌駅」で下車し、JRバス・夕鉄バス
にて「北翔大学・札学院大前」下車徒歩約3分
●バスでのアクセス
新札幌バスターミナル北レーンより(9、10、12番)、
JRバス・夕鉄バスにて「北翔大・札学院大前」下車徒歩約3分

●正門からお入りいただき約100m前方右側
駐車場のご用意はありませんので公共交通機関をご利用下さい。
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笠原　清志
日本トレーニング指導者協会 上級トレーニング指導者
セントラルスポーツ（株）ANCSエグザミナー

格闘技系クラスは基礎が理解できていないとかたちだけの模倣に終始してしまい、エクサ
サイズ効果を得られません。この講座ではJOYBEATの映像を使用して、初心者でも効果を
実感し、楽しめるクラスを提供するためのポイントをお伝えします。格闘技系クラスの指導
の基礎を学びたい方にお勧めのクラスです。又、お客様へのプロモーションの仕方で随分集
客に差がつくものです。お客様の心をつかむプロモーションテクニックも習得します。

ジョイビートスペシャルワークショップ
3D映像で学ぶ、初心者格闘クラス　～格闘の基礎からコリオへ～

EW-25
10日（日）
15：30～17：00

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-11

（社）日本ウォーキング協会公認指導員
JAFA/ADD、ADE

9日（土）
10：00～16：30
（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■

山田　泰子

※受講料にはテキスト代（￥2,000）が
含まれています。

フィットネスダンス普及員養成4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。受講者の皆さんには修了証を授
与します。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。

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。お１人様各１枚まで）
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

FD-19

JAFA理事　フィットネスダンス普及員

JAFA/AQS フィットネスダンス普及員

10日（日）
12：45～17：15
（途中30分の休憩を含む）

池田　美知子（左）

和田　左千子（右）
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JAFAスキルアップセミナー
SK-10

9日（土）
17：15～19：15遠藤　美枝

JAFA/ADD、ADE

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。

SK-20
10日（日）
10：15～12：15久保田　吉浩

JAFA/ADD、ADE
（株）明治スポーツプラザ開発部指導管理グループ次長

JAFAスキルアップセミナー ～メインエクササイズのフリースタイル編～

フリースタイルとは一定パターンの動きの構成を決めずに音楽に合わせて次から次へと自由に他の動作に移行してい
くプログラム構成法です。動きを覚える必要がないためエアロビクスに慣れていない方でも運動を楽しむことができ、
運動強度や動きの難易度を調節しやすいなどのメリットがあります。このセミナーではフリースタイルとは何かを理解
し、動きの変化要素や運動強度を変化させる要因を使って安全で効果的なプログラム作りの方法を学んでいただきます。

エアロビクスプログラム
W-1

9日（土）
12：00～13：30本間　友暁

JAFA/ADD、ADE
NHK BS2「ドゥ！エアロビック」番組キャスター

絶対に身につけておきたい指導技術と動作技能
インストラクターとしてレッスンでお客様に提供するプログラム作成は欠かせないものです。しかし、せ
っかく作成したプログラムをお客様にしっかり伝えられていますか？また、安全に長くエアロビクスを楽し
む為にはどのように動けば良いのでしょうか？日々のレッスンに追われ、どうしても蔑ろになりがちな「指
導技術」と「動作技能」をこの機会に一緒に見直しましょう。皆様のご参加心よりお待ちしております。

L-3
9日（土）
16：00～17：00本間　友暁

JAFA/ADD、ADE
NHK BS2「ドゥ！エアロビック」番組キャスター

「本間流」エアロビクスのカタチ
老若男女、様々な方が参加されるエアロビクス。どんなクラス設定でも、参加者の方には常に気持

ち良く身体を動かして頂きたいと思っています。では、どうすれば気持ちよく身体を動かす事が出来
るのでしょうか？このレッスンでは、そのヒントがギッシリと詰まっています。「本間流」エアロビ
クスのカタチをお楽しみください。

W-2
9日（土）
14：00～15：30井上　トキ子

JAFA/ADE
ティップネス　スタジオアドバイザー

プログラミング微差力でウォームアップを活性化！
ダンス的要素の強いクラスへのニーズが増える中、ダンスムーブをどのようにレッスンに組み込むべきかわからないという悩みを抱える方が増えています。
今回は、ウォームアップに組み込める簡単なアレンジテクニックや、ちょっとした変化でいつもの動きを新鮮に活性化させるレイヤーテクニックを数多くご
紹介します。肩甲骨と上肢の連動、上肢と下肢の連動を効果的に実現させながら、効率良く沢山の筋を稼働させるテクニックの習得を目指しましょう。また、
FUN要素も高まりますので、ウォームアップからクラスが盛り上がること間違いなし！初中級レベルのバリエーションも増えるはずです。お楽しみに！

L-18
10日（日）
16：30～17：30井上　トキ子

JAFA/ADE
ティップネス　スタジオアドバイザー

2010進化型　ハイ＆ロー＆ダンス
60分の中に、旬のロー＆ダンスバリエーションと、未だに人気の衰えないダイナミックなハイ＆ロ

ーバリエーションを贅沢に盛り込みました。移動と面の変化、リズムアレンジのバリエーション等が
満載です。 ダイナミックで躍動的なコンビネーションをお楽しみください☆　沢山の方に楽しんで
いただける内容でお待ちしています！

W-16
10日（日）
12：00～13：30樋口　敬勇

株式会社　FIT WAVE STUDIO HIGUCHI 代表

「初心者エアロ」の重要性 ～そのお客様がエアロビクスを続けるのか2度とやらないのか…～

あなたの初心者クラスに「初心者」の方は参加していますか？このワークショップでは、「初心者クラスでは、何
をすべきか？」を再確認し、あなたの担当する「初心者クラス」がクラブにとって「なくてはならないクラス」にな
り、お客様が継続してくれるノウハウをお伝えします。お客様のクラブ継続率が上がらなければ、レッスンフィーも
上がらないのですから…初心者エアロに限らず初級・中級クラスにも生かせる内容が満載の90分をお届けします！

STEPプログラム
W-17

10日（日）
14：00～15：30井上　トキ子

JAFA/ADE
ティップネス　スタジオアドバイザー

ステップバリエーションを拡げよう！
ステップエクササイズのバリエーションの発想を拡げてみませんか？　ステップ特有の回旋運動と円運動を活かし
たスムーズな動きのつなげ方のコツを解説した上で、ちょっとした変化で新鮮なバリエーションを生み出す実践例を
数多くご紹介します。身体が自然に反応するようなスムーズなつなぎと展開ができてこそのバリエーションです。
様々なテクニックの確認をしながら確実なスキルアップとバリエーション習得を目指しましょう。お楽しみに！

ヨーガ
W-22

10日（日）
15：15～16：45久保田　吉浩

株式会社明治スポーツプラザ　開発部指導管理グループ　次長
JAFA/ADD、ADE

アクティブヨーガ ～プレサンサルテーションで身体の使い方をマスターしよう～

アクティブヨーガは、サンサルテーションを主軸としたパワー系のヨーガプログラムです。この講座ではプレサンサルテーショ
ンを行いながら正しい身体の使い方について解説します。また参加者の意識が自身に向きやすくするための指導法についても触れ
ます。プレサンサルテーションは中高年者や低体力者、ヨーガ初心者にとっても実践しやすく、またパワー系ヨーガのウォームア
ップとしても適しています。パワー系、リラックス系を問わずヨーガの指導に携わっている方や愛好者の方はぜひご参加下さい。

ピラティス
LW-8

9日（土）
12：15～14：15高田　香代子

Peak Pilates 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

リフォーマー on マット ～器具なしで出来る新しい刺激と使えるレイヤーリング～

リフォーマーはピラティスの専用機械ですが、リフォーマーなしで同様のエクササイズパターンをマッ
ト上で行なう事が出来ます。マットエクササイズに慣れて来た方に多彩なレイヤーリングを用いた指導で、
リフォーマーエクササイズを展開する方法を伝達いたします。驚くほど無理なくエクササイズが導入でき
るだけでなく、新しい刺激が心と身体にモチベーションを深めていくことを体験し、そして習得下さい。

LW-9
9日（土）
14：45～16：45高田　香代子

Peak Pilates レベル4ティーチャートレーナー
スポーツスパアスリエ　ディレクター

マットピラティス with all the 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、もはやピラティスサークル、スモールボール、セ
ラバンド、ブロック等のプロップ（小道具）なし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でき、しかも経済的で活用度が高いものです。グループ、
セミプライベート、プライベートの新しい展開にご活用下さい。マット指導初心者の方からご参加いただけます。

コンディショニング系
LW-5

9日（土）
12：00～14：00阿部　良仁

NSCAジャパン事務局長
CSCS

マニュアルレジスタンステクニックの基礎 ～徒手抵抗テクニックの基礎の理解と肩甲骨の動きづくり～

本講座では、パーソナルトレーナー入門者が、機能解剖学的な理解を深めながら、クライアントの自働的な可動域
（緩めるだけではなく、自分で動かせる範囲）の改善をはかるための徒手抵抗テクニックの基礎を習得します。神経-筋
の生理的な性質を利用しながら、固定の仕方や抵抗のかけ方、声掛けの仕方などについて、単関節の直線的な動きか
ら、肩甲骨の動きづくりまでを扱います。次の講座（LW-6）にも是非ご参加ください。より深い理解が得られます。
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LW-6
9日（土）
14：30～16：30阿部　良仁

NSCAジャパン事務局長
CSCS

マニュアルレジスタンステクニックの応用 ～徒手抵抗テクニックの理解と歩行動作に結びつく動きづくり～

本講座では、パーソナルトレーナー入門者が、機能解剖学的な理解を深めながら、クライアントの自働的な可動域
の改善をはかるための徒手抵抗テクニックを習得します。神経-筋の生理的な性質を利用しながら、固定の仕方や抵抗
のかけ方、マニュアルコンタクトや声掛けの仕方などについて、股関節の回旋に対する抵抗運動から歩行動作や走動
作に結びつく機能的な動きづくりを目指します。前の講座（LW-5）に参加すると、より深い理解が得られます。

W-15
10日（日）
10：00～11：30岡橋　優子

NPO法人日本Gボール協会　理事
JAFA/ADD

ボールストレッチ・バリエーション満載！ ～ソフトギムニクを120％体感！～

いつものストレッチにスモールGボール（ソフトギムニク）を加えてみませんか！？ボールの特性
を生かしたストレッチバリエーションが満載！どんなレッスンにもすぐ応用でき、体の硬い人にも効
果的。ボールの魅力をたっぷり体感して下さい。
※Gボールグループ専門クラス1ポイント分

高齢者向け指導プログラム
W-4

9日（土）
17：30～19：00山田　泰子

JAFA/ADD、ADE
健康運動指導士

シニアが喜ぶ運動指導法 ～楽しさ＋効果を上げるための実例集～

せっかくの運動指導がただ楽しいだけになってしまっては意味がありません。より積極的に運動に取り組んで
いただくためには、楽しさ＋エクササイズの目的やからだの仕組みなどをわかりやすく伝えることが大切です。
このワークショップでは、何をどのように参加者に伝えるか実例を挙げていきます。明日からすぐに現場で活か
せるようドリルも行います。すでに指導されている方も、これから指導をお考えの方もぜひご参加下さい。

LW-21
10日（日）
12：45～14：45池田　扶実子

JAFA/ADD、ADE、AQS
健康運動指導士

シンプルエアロにレジスタンス　使って三役、お役立ち間違いなし！ ～初心者、中高齢者のリピートアップ攻略法～

初心者・中高齢者向けのクラスでは、あまりコンビネーションも組めないし、シンプル過ぎると飽きられるかも、という不安はあ
りませんか？シンプルな構成で、顧客の継続を目的とした「エアロ風レジスタンスエクササイズ」を提案します！エアロと組み合わ
せた「サーキット」、レジスタンスによる、「コンディショニング」。「シンプルエアロ」と3つのバリエーションを体験できます。初
心者クラスにマンネリを感じている方、レジスタンスを再確認したい方、サーキットクラスをやってみたい方、ぜひご参加下さい。

その他
LW-7

9日（土）
17：00～19：00岡橋　優子

（有）アスカ代表取締役
JAFA/ADD

女性のための骨盤＆ブレストケア ～いつものレッスンにすぐ取り入れよう！！～

女性はホルモンの変化、出産、加齢などで体を維持していくのが大変です。また更年期は心身ともにつらい時期
だけでなく、乳がんの好発年齢と一致します。このWSは指導者を対象とした、女性の大切な骨盤底と乳房に焦点
を当てた内容です。女性の体の医学的な最新情報と、毎日のレッスンにすぐ取り入れることができる骨盤底とブレ
ストケアエクササイズを20種類紹介します。あなたのために、女性のために、ぜひ明日から実践してみましょう。

LW-23
10日（日）
10：00～12：00原崎　千鶴子

NPO法人北海道健康づくり協会　理事
健康運動指導士

高齢者向け運動指導にチャレンジ ～知識や技術を高齢者向けにアレンジする方法～

運動指導関連の資格を取得したものの、ペーパードライバーにはなってる方も少なくないと思います。また、高齢
者指導には興味はあるけど、自信が無いなどと思って、一歩踏み出すことが出来ないでいる方、一緒に高齢者指導の
基本と教室の展開方法を学びましょう。時代が求めるのは知識や実技の応用が出来る力です。必要な事はトータルに
プログラムを捉えその組み立ての順序を守るということです。ここでは高齢者の運動をパート別に詳細解説します。

基礎を固める／専門性を高める講義講座
LW-12

9日（土）
17：00～19：00久保田　吉浩

株式会社明治スポーツプラザ　開発部指導管理グループ　次長
JAFA/ADD、ADE

安全で効果的な有酸素運動のプログラム作成方法
運動を無理なく継続していただくために、指導者は効果をしっかりと求めながら、安全性の確保なども含め、
配慮の行き届いたプログラムを提供しなければなりません。この講座では運動経験の少ない集団を想定した45分
間のプログラムを例に取り、時間配分や強度のコントロール、動きの組み合わせ方などをイロハの「イ」から学
んでいただくことができます。運動プログラム作成の基礎をもう一度見直したい方もぜひご参加ください。

W-24
10日（日）
13：00～14：30原崎　千鶴子

NPO法人北海道健康づくり協会　理事
健康運動指導士

実践！高齢者向け運動指導にチャレンジ ～すぐ役立つ！！強度変換のアレンジ方法詳解～

高齢者ほど体力の個人差が大きくなります。自重や手軽で簡単な道具（セラバンド・e-ballなど）を活用
し、慣れ親しんだ日本の楽曲に振り付けをしたプログラムに強度調節を加え、立位→椅子座位・椅子支え→
立位にアレンジして参加者の皆さんが楽しく運動実践に取り組める方法を詳解実践します。ここでのテーマ
は、動きの種類を高齢者にとって必要な体力要素別に分類し、強度変換させていく方法を学ぶクラスです。

アクアプログラム

W-26
10日（日）
11：00～12：30平川　あゆみ

セントラルスポーツ（株） ANCSアクア教育チーム　エグザミナー
PTCパーソナルトレーナー

水中格闘技サーキット ～男女共に楽しめるグループエクササイズを習得しよう！！～

格闘技で行うキックやパンチ動作は、陸と水中では意識する体の部位が変わってきます。格闘技本
来の“体を大きく効率良く使い、大きな力を生み出す動作”をどのようにデッキ上でデモンストレー
ションすれば良いのかを実践的に行います。参加者に「スカッとした！」「汗がいっぱい出た！」「体
が熱くなった！」と言って頂けるようなデモンストレーションを是非、習得してみてください！

L-27
10日（日）
13：30～14：30平川　あゆみ

セントラルスポーツ（株） ANCSアクア教育チーム　エグザミナー
PTCパーソナルトレーナー

水中機能改善塾 ～日常生活動作を向上させ“若返り”を目指そう！！！～

加齢に伴う身体的な変化は否めませんが　少しでも老化のスピードを遅くする方法はきっとあるは
ずです。このクラスの目指すところは、ラバーバンドやアクアグローブを使い、中高年者が普段なか
なか意識出来ない筋へアプローチし、代謝を促進させることです。中高年者だけでなく、幅広い年齢
層に対応出来るプログラムです。水の中でアンチエイジングエクササイズ、始めませんか！？

BU-13
9日（土）
15：00～17：00池田　扶実子

JAFA/ADD、ADE、AQS
健康運動指導士

JAFAブラッシュアップセミナー ～水中ウォーキング　指導力編～

水中ウォーキングにおけるレッスン参加者は、中高齢者や運動初心者が多いです。その方々を指導するためには、安全面の
配慮と運動を継続していただくためのモチベーションアップが必要です。このクラスでは、指導力とコミュニケーション力に
特化して講習します。今一度、「指導とは」「継続促す、モチベーションUPとは？」を考えませんか？水中での指導も見逃せま
せん。これから水中運動指導をとお考えの方、またパーソナル指導に水中ウォーキングを考えている方も是非ご参加下さい。

L-14
9日（土）
17：45～18：45池田　扶実子

JAFA/ADD、ADE、AQS
健康運動指導士

水中ウォーキングをさらに楽しくする、コツ！ ～リピートアップ、モチベーションアップの秘訣とは？～

水中ウォーキングのお客様の大多数は、中高齢者と運動初心者です。このクラスでは、そのような
方々を対象に音楽を使わず、誰もが自分のペースで出来るように指導する秘訣を提供し、主として水
中での指導法をお見せします。これから指導をとお考えの方、パーソナルに活用したい方、レッスン
スタイルを変えたいという方、是非ご参加下さい！



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『413』以降　※416
は除く　※SKの先行予約は、8月17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：8月18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in北海道」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、キャンセルとみなされる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：9月24日（金）

5.受講チケットは、9月上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ので、必要な方はご持参ください。
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 

JAFA FITNESS FORUM 2010 IN HOKKAIDO  参加申込用紙 ※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. 養成校名 
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） 

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 

■参加費 

振込み金額総計　　　　　　　円 

〒 

〒 

W - 1 

W - 2 

L - 3 

W - 4 

LW - 5 

LW - 6 

LW - 7 

LW - 8 

LW - 9 

SK - 10 

FW - 11 

LW - 12 

BU - 13 

L - 14 

W - 15 

W - 16 

W - 17 

L - 18 

FD - 19 

SK - 20 

LW - 21 

W - 22 

LW - 23 

W - 24 

EW - 25 

W - 26 

L - 27

L × （　　　）クラス＝ 円 
LW × （　　　）クラス＝ 円 
W × （　　　）クラス＝ 円 
SK × （　　　）クラス＝ 円 
 

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

■FW-11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 

参加申込方法
JAFA会員

8月17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   


