
JAFA FITNESS
FORUM 2010
inKYUSHU

会　場：
アクシオン福岡
開催日：
2010年11月2日（火）～4日（木）
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
 一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
 AFAA JAPAN
 ヤマハ株式会社
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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 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コード （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 ジョイビートスペシャルワークショップ 実習 2,500円 1,500円 1.5単位 － 1.5単位 1.0単位 1.0単位
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スキルアップセミナー 実習 4,000円 3,500円 2.0単位 － 2.0単位 1.5単位 1.5単位
BU 120分 JAFA AQUAブラッシュアップセミナー 実習 4,000円 3,500円 2.0単位 － 2.0単位 1.5単位 1.5単位

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単位講義 － 3.0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

日本Gボール協会教育単位認定講座 JB-12、W-35、LW-37■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-11、L-13、W-31、W-34

ADI/JAFA
AQUA
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第3研修室 
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4日 
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3日 
水 

11月 

サブアリーナ 

多目的室AB

多目的室CD

多目的室AB

多目的室CD

第3研修室 

視聴覚室 

Dance Fever

W-1 
竹ヶ原　佳苗 

STRIPTEASE  
DANCE

L-2 
竹ヶ原　佳苗　魚原　大 

フレッチャー・ピラティス獏・ 
ABCティーザー 

LW-3 
川名　昌代 

フレッチャー・ピラティス獏・ 
マジックサークル・ティーザー 

LW-4 
川名　昌代 

ポルドブラ 

L-5 
竹ヶ原　佳苗 

下肢の関節疾患にフォーカスした水中機能改善体操 

JB-12 
尾陰　由美子 

JAFAブラッシュアップセミナー 

BU-11 
三浦　栄紀 

アクアダンス 
バリエーションMIX

L-13 
三浦　栄紀 

明日から始める 
ダンスエアロ 

W-14 
魚原　大 

AERO THE  
ONE PIECE

L-15 
島田　厚 

Aerobic Dance  
Work-out！！ 

L-16 
山ノ内　孝治 

笑顔になれるグループ指導 

JB-19 
高橋　ひとよ 

JAFAスキルアップセミナー 

SK-17 
久保田　吉浩 

フランクリンメソッド 

JB-20 
尾陰　由美子 

『Vinyasa Flow  
～ ココロyoga』 

L-23 
高橋　ひとよ 

ジョイビートスペシャル 
ワークショップ 

EW-29 
鳧本　徳宏 

AERO HURRICANE  
in Kyushu

L-30 
宇津城　久仁子　島田　厚 

初級ステップ 

W-31 
竹尾　吉枝 

Various changes 
（七変化） 

W-32 
宇津城　久仁子 

呼吸と姿勢のための 
Gボールエクササイズ 

W-35 
中尾　和子 

ヨーガチェア 

W-34 
竹尾　吉枝 

足の神秘　 
フットコンディショニング 

W-36 
有吉　与志恵 

JSA（ジョイント・スケーティング・ 
アプローチ）イントロダクションセミナー 

LW-37 
中尾　和子 

筋連鎖からとらえた 
コンディショニング法1

LW-6 
岩間　徹 

筋連鎖からとらえた 
コンディショニング法2

LW-7 
岩間　徹 

ヨーガクラスにおける 
キューイングテクニック 

W-8 
久保田　吉浩 

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-9 
内田　茂子　高良　順子 

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 

※30分の休憩時間含む FW-10 
加藤　洋子 

JAFAスキルアップセミナー 

SK-18 
藤崎　道子 

動作のバランスを崩す弱化筋の 
再教育について 

LW-21 
片井　忠 

動作のバランスを崩す硬化筋の 
調整法について 

LW-22 
片井　忠 

アクティブヨーガ 

W-25 
久保田　吉浩 

低体力者・高齢者向けに 
活用できるEX

W-24 
井　雅代 

JAFAフィットネス基礎理論 

LW-27 
西端　泉 

JAFAフィットネス基礎理論 

JB-28 
西端　泉 

HI－LO the  
MASTERPIECE

L-33 
鳧本　徳宏 

“New”Standing 
ケアビクス 

W-26 
瀧口　晶恵 

※30分の休憩時間含む 

※GボールG1P

※Gボール 
G1P

※Gボール 
GP各1P

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 KYUSHU
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10月4日（月）申込締切

応 募 先

必要事項
特　典

仕事内容

27以外
27
28以外
28

タイムテーブル
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会場のご案内 ※ご連絡はすべてJAFAフォーラム事務局薔獏 0120-987-939まで ※フォーラム開催中連絡先　090-8645-7844

福岡県立スポーツ科学センター　アクシオン福岡
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県立総合 
プール 

至大野城市 至志免町 
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岡
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百年橋通 

弓道場 

陸上競技場 
球場 

アクシオン福岡 

文 

★はバス停です 

〒812-0052 福岡市博多区東平尾公園2-1-4

■JR博多駅交通センターより　　バス　14番乗り場から37・38・39のバスで約20分
「アクシオン福岡前」下車（月隈団地経由）

■地下鉄福岡空港駅より　　　　バス　地下鉄4番出口前のバス停から1・37・39のバス
「アクシオン福岡前」下車（月隈団地経由）

※アクシオン福岡前バス停からは、徒歩約8分　※駐車場はありますが、数に限りがありますので予めご了承ください。

※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。

交通
手段

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-10

（社）日本ウォーキング協会公認指導員
JAFA/ADD、ADE

2日（火）
12：30～19：00
（30分休憩を含む）

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。

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”を受付けます。
JAFA会員先行予約開始　8月24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。

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。

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-9

JAFA理事　フィットネスダンス普及員

JAFA/ADD、ADE フィットネスダンス普及員

2日（火）
14：30～19：00
（30分休憩を含む）
内田　茂子（左）

高良　順子（右）

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 KYUSHU ”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11月2日（火） 12：30～14：00
■会　　場 第3研修室
■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、2日（火）/3日（水）/4

日（木）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！

※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-17

3日（水）
10：00～12：00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 ～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-18
3日（水）
12：45～14：45藤崎　道子

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

2日（火）
13：15～14：45竹ヶ原　佳苗

アスリエエアロビクス　スーパーバイザー
リトモスマスタートレーナー

Dance Fever ～Free Your Mind～
ダンスの魅力は動きに制限がない事です。コリオグラフィも自由な発想で作れます。このクラスではモデルレッスンを通しコリオグラフィと
ブレイクダウンを体験して頂きます。そして完成したコリオグラフィを曲に合わせてショーダウン。これからダンスエアロビクスをやってみた
いという方も、すでにクラスを持っている方も楽しみながら学べる90分です。エアロビクスでよく使うステップをいかにしてダンススタイルに
変えていくか。バリエーションもご紹介しますので、すぐにレッスンに活用できる内容となっています。皆様のご参加お待ちしています。

W-32
4日（木）
15：45～17：15宇津城　久仁子

JAFA/ADD、ADE ACSM/HFS
大塚フィットネスプロスタッフ

Various changes（七変化） ～コンビネーション型リニア展開法～

コンビネーションを組み立てている際、気が付けば参加者の笑顔が無くなっている事はありませんか？もっと参加者を
身近に感じる事が出来る『コンビネーション型リニア展開法』の提案です。コンビネーションのゴールだけを追い求めず、
作成の過程で動きを七変化させていきます。『スリルと安心感』の緩急のバランスを体感していただけたら幸いです。中
上級レベルとなりますが、応用すれば初級クラスでも活かせます。エアロフリークの方もご参加いただける内容です。

W-14
3日（水）
11：30～13：00魚原　　大

FIC代表
健康運動指導士

明日から始めるダンスエアロ ～ベーシックムーブ～

このワークショップはダンスエアロを始めたい方を対象とした、ダンスエアロの初級クラスです。エアロビクスとダンス
エアロのメリットを上手に引き出し、効果的に魅せながらビルディングしていく方法を学んで頂きます。引き出しを多く持
ち、様々なニーズに答えることのできるインストラクターになる為、旬のダンステイストを体感してみませんか？？コリオ
グラフィーも惜しみなく紹介します！即指導現場に活かせる内容で展開します！皆様のご参加を心よりお待ちしております。

L-15
3日（水）
13：30～14：30島田　　厚

大塚フィットネスプロスタッフ
フィットネスオンライン　イタリアウエアーモデル

AERO THE ONE PIECE
振り付けの繋ぎ合わせ！カラダの繋ぎ合わせ！音との繋ぎ合わせ！【ONE PIECE】をテーマに

おなじみのステップをちょっとしたアクセントでスタイリッシュな動きに変化していきます。順序立
てされたレイヤリングで行いますので、即レッスンで実践できる内容となります。最高の演出でお待
ちいたしております。

L-16
3日（水）
15：00～16：00山ノ内　孝治

JAFA/ADE
健康運動指導士

Aerobic Dance Work-out！！ ～The power of feeling～

このクラスでは、シンメトリーのダンススタイルコレオグラフィーをパーフェクトシンメトリーで
展開していくレッスンをご提供させていただきます。私が普段から大切にしていることは“感じる”
（フィーリング）ことです。その“感じる”ことが“私たちの能力”（パワー）を生み出すということ
を、まさにこのクラスで“感じて”（学んで）いただけたら幸いです！！

L-2
2日（火）
15：45～16：45

竹ヶ原　佳苗
魚原　　大
竹ヶ原　佳苗　アスリエエアロビクススーパーバイザー　リトモスマスタートレーナー
魚原　大　FIC 代表　健康運動指導士

STRIPTEASE DANCE
Kanae & Dai の東西コンビが九州初上陸！　今年の3月に開催されたイギリスでのコンベンション
でも大好評だった極上のストリップティーズダンスをお届けします。フロアーを使ったコリオもあり、
いつものダンスとはちょっと違った雰囲気も楽しめます。セクシーにそしてエネルギッシュに自分を
開放して一緒にダンスしませんか？Don't be shy!!  Have fun!!  皆様のご参加お待ちしています。

竹ヶ原　佳苗 魚原　大

L-30
4日（木）
12：15～13：15

宇津城　久仁子
島田　　厚
宇津城　久仁子　JAFA /ADD、ADE ACSM/HFS 大塚フィットネスプロスタッフ
島田　　厚　フィットネスオンラインイタリアウエアーモデル　大塚フィットネスプロスタッフ

AERO HURRICANE in Kyushu
宇津城×島田が九州に上陸！！　ダイナミックに時にしなやかに！力強く時に繊細に
２人の織り成すハーモニーをお楽しみ下さい。「あ～、これだからエアロビクスから
離れられない！」そんな興奮を感じてください。インストラクターからエアロフリー
クの方まで是非お待ちしております。（AERO×DANCE中級～）

宇津城　久仁子 島田　厚

スタジオレッスンに慣れていない方達に「お決まり」のキューや指導サイクルで心を掴む
ことは難しいですね。不安を取り除くことはもちろん、参加者を認めやる気にさせる声かけ
や雰囲気作りが必要です。指示以外に何を言えばよい
かわからない、盛り上げるのが苦手という方にオスス
メです。すぐに役立つレッスンでの具体的なプレゼン
方法をお伝えします。
（JOYBEATの3D映像を演習で使用します。最後に
は本人のデモレッスンもございます。）

ジョイビートスペシャルワークショップ
3D映像で学ぶ、初心者クラス指導心得　～キューイングのその先へ～

EW-29
4日（木）
10：15～11：45

鳧本　徳宏
JAFA/ADE
JOYBEAT ディレクター

L-33
4日（木）
17：45～18：45鳧本　徳宏

JAFA/ADE
（株）エクシング JOY BEAT ディレクター

HI－LO the MASTERPIECE ～opus 2～

流行を取り入れながらもそれに流されない、いつの時代も愛されるエアロビクスのカタチを具現化し
ました。音楽にあわせて身体を動かすことの楽しさを伝えるために①コリオ配置と展開②バラエティに
富んだキューイングの2点にフォーカスしてレッスンを進めます。すぐに現場で活かせるテクニック満
載の60分！もちろん気持ちよく身体を動かしたいという方にもお勧めのエクササイズクラスです。
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STEPプログラム
W-31

4日（木）
13：45～15：15竹尾　吉枝

NPO法人1億人元気運動協会会長
JAFA/ADE、AQS

初級ステップ ～知って得する基本的指導法～

初級ステップ担当インストラクターは、「ステップの母」とも言うべく大切な役割です。ステップ好きになる
か否かは、この母の裁量に任せられると言っても過言ではないでしょう。このクラスでは、ステップ特有の基
本的指導法を確認し、初級者に対応したコンビネーション&バリエーション手法をご紹介します。ステップ愛
好者数の底辺拡大は「シンプルかつ楽しい」といった一見簡単そうで、実は巧みな指導センスが求められます。

ヨーガ
W-8

2日（火）
17：30～19：00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

ヨーガクラスにおけるキューイングテクニック ～心集中を誘導するために～

ヨーガ本来の目的は、心を整え菩提に至るための智慧を得ることです。指導者の言葉がけによっては逆に心
が乱れてしまうこともあるのです。みなさんは参加者を頑張らせていませんか？無理に身体をアーサナに合わ
せるのではなく、それぞれの身体に合った形でアーサナを実践していただき、心が安らぐような言葉がけを提
案いたします。ヨーガだけでなく、様々なプログラムの指導にも活用できる内容です。ぜひご参加ください。

W-25
3日（水）
14：00～15：30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、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-3

2日（火）
12：45～14：45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・ピラティス獏・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。

LW-4
2日（火）
15：15～17：15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・ピラティス獏・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いた練習
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
を体験していきます。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。

L-23
3日（水）
10：30～11：30高橋　ひとよ

JAFA/ADE
全米ヨガアライアンス認定（yoga alliance RYT-200）

『Vinyasa Flow ～ ココロyoga』 ～自然の流れに身を任せ、自分の為に行うヨガ～

「Vinyasa Flow」とは自由な発想から、自由な流れで呼吸とアーサナを連動していくプログラムです。自由と言っ
てもただ思いつきで流していくわけではありません。強度も難度も徐々に変化させ、段階法で進みます。また、軽減
法で参加者に選択してもらうという自由さの中に計算されたflowテクニックもご紹介します。ヨガのレッスンの中で流
れるままに動きと呼吸に波長を合わせましょう。レッスンの終了後にふんわりと、自分の価値が見えてくるかも…。

コンディショニング系

LW-6
2日（火）
12：30～14：30岩間　　徹

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

筋連鎖からとらえたコンディショニング法1 ～ボディーメンテナンスに生かすキネマティックアプローチ～
パーソナル指導からグループレッスンでのコンディショニングでも指導できるように、筋連鎖・キ

ネマティックチェーンの考え方と機能解剖学を複合させ、機能改善の指導内容に生かせるようマンツ
ーマンのテクニック中心でご紹介します。
次の講座（LW-7）にも是非ご参加下さい。より深い理解が得られます。

LW-7
2日（火）
15：00～17：00岩間　　徹

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

筋連鎖からとらえたコンディショニング法2 ～ボディーメイク・姿勢美を獲得するためのエクササイズ・プログラミング法～
パーソナル指導からグループレッスンでのコンディショニングでも指導できるように、筋連鎖・キ

ネマティックチェーンの考え方と機能解剖学を複合させ、ボディーメイク・美しい機能的な姿勢の獲
得のためのプログラミング・トレーニング法をご紹介いたします。
前の講座（LW-6）に参加するとより深い理解が得られます。

LW-21
3日（水）
13：45～15：45片井　　忠

JHCAホリスティック･コンディショナー
プロ野球・プロ格闘技選手 等パーソナルトレーナー

動作のバランスを崩す弱化筋の再教育について ～徒手筋力テストにより弱化している筋を診断しトレーニングより再教育しよう～

様々な運動動作の代償運動を引き起こし、運動効果の妨げになっているのは、弱くなっている見か
けだけでは判断できない弱化筋が原因のひとつです。弱化筋を徒手筋力テストによって見つけ出しト
レーニングによって再教育するアプローチを行います。一般的なウェイトトレーニングでは通常行わ
ない様な細部にわたってのトレーニングも行います。

LW-22
3日（水）
16：15～18：15片井　　忠

JHCAホリスティック･コンディショナー
プロ野球・プロ格闘技選手 等パーソナルトレーナー

動作のバランスを崩す硬化筋の調整法について ～ROMテストにより硬化している筋を診断しアイソレートストレッチングによりROMを取り戻そう。～

様々な運動動作の代償運動を引き起こし、運動効果の妨げになっているのは、硬化を起こしている
筋群です。硬化筋をROMテストによって見つけ出しアイソレート・ストレッチングによって再教育
するアプローチを行います。一般的なストレッチングでは通常行わない様な細部にわたってのストレ
ッチングも行います。

JB-20
3日（水）
10：15～13：15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めます。フランクリンメソッドでは
しっかりした意図を持って、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びます。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。

L-5
2日（火）
17：45～18：45竹ヶ原　佳苗

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

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新しいスタイルのコンデ
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全身を流
れるように動かします。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。
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高齢者向け指導プログラム

W-34
4日（木）
10：00～11：30竹尾　吉枝

NPO法人1億人元気運動協会会長
JAFA/ADE、AQS

ヨーガチェア ～気持ちが良い健康体操～

チェアエクササイズとヨーガを融合させることで、筋力・柔軟性が低い高齢者や低体力者に気持ちよく実践してい
ただけます。代表的な「太陽礼拝」を椅子座位に応用し、呼吸と姿勢の改善をねらいます。覚えやすく一連のパター
ンをご紹介しますので、ヨーガ指導未経験者も歓迎します。各アーサナのねらいを解剖学的に解説、参加者の状況に
合わせた強度変換方法、また満足感・達成感を参加者に感じていただける段階的指導法を簡潔にご紹介します。

W-24
3日（水）
12：00～13：30井　　雅代

JAFA/ADD、ADE
（有）健康ネットワーク代表

低体力者・高齢者向けに活用できるEX ～ヤマハサウンドフープEX「フープコアビクス」～
音（音楽ではありません。簡単なツールから引き出す効果音です）のメリットを活かすによって、効果的な全身運動を可能
にする、高齢者や低体力者向けのトータルエクササイズをご紹介します。ストレッチ、筋コン、有酸素、コアなど全身にアプ
ローチすることができ、余分なキューキングは不要です。音が自然に体をガイドし、表層にも深層にも音が響き、心地よく運
動をリードします。運動指導の経験の浅い方にとっても導入しやすいいエクササイズです。是非、体感してみてください。

W-26
3日（水）
16：00～17：30瀧口　晶恵

JAFA/ADD
日本ケアビクス連盟　会長

“New”Standingケアビクス ～気功法で♪楽らく♪ケアビクス～

高齢者を対象とした立位での有酸素運動で心とからだをケアします。まずは呼吸しやすい姿勢を作る
ことから始めます。エクササイズ中には、指導者や参加者同士がコミュニケーションを取り笑顔が絶え
ません。最後は、高齢者にも親しみやすい曲で気功法を取り入れクールダウンするプログラムです。体
力に自信がない高齢者の方々にも♪楽らく♪行える内容です。高齢者の指導にお役立てください。

W-35
4日（木）
12：00～13：30中尾　和子

NPO日本Gボール協会　副理事長
トータルフィットネスコーディネーター

呼吸と姿勢のためのGボールエクササイズ ～日常の生活動作が楽に美しくなる～

フィットネス指導33年を経て、運動の本質と見据えられるものは非常にシンプルで深いものでした。それは生きる基盤である
「呼吸と姿勢」です。今回はこの呼吸と姿勢に集中したGボールエクササイズを紹介します。Gボールに座るだけで、Gボールに
身体をゆだねるだけで、おどろくほどの気づきと心地よい身体感覚を体感します。その感覚が日常の動作を楽に美しくこなせる
身体に変えていきます。Gボールだからこそおもしろい、楽しいと感じられるエクササイズを必ず実感していただけるでしょう。

LW-37
4日（木）
16：00～18：00中尾　和子

健康大使
NPO日本Gボール協会　副理事長

JSA（ジョイント・スケーティング・アプローチ）イントロダクションセミナー ～関節面を近づけると身体は10倍軽くなる～

JSAは治療家である田口幸三郎と中尾和子が関節運動学に基づき共同開発した、治療と運動を融合させたボールエクササイズです。
従来の筋肉や神経ではなく、まったく新しいコンセプトで、関節に直接アプローチします。スモールGボールの弾力を最大限に生か
し、関節面を近づけ、関節面の動きを整合化するので、結果的に驚くほどの身体の軽さを得られ、痛みも軽減されます。関節運動学
の基礎的知識とJSAコンセプト・主要関節にアプローチした実技を学びます。あらゆる運動指導に役立ち利用できるものです。

その他
JB-19

3日（水）
15：30～18：30高橋　ひとよ

JAFA/ADE
ACSM/HFS

笑顔になれるグループ指導 ～完全入門集中講座～

エアロビクスダンスは、全身運動で尚且つ笑顔になれる、多くの人が楽しく効果的な運動として参加できるとても画期的なエクサ
サイズです。しかしスムーズな指導・キューイングがなかなかうまくできないと思っている方も多いと思います。このワークショッ
プではグループレッスン指導の経験が少ない方でも、最低このステップだけを知っていたら、シンプルでありながら楽しいプログラ
ム提供を可能にするテクニックをご紹介します。そして、ココロ踊る曲で楽しく体を動かす方法を是非この機会に体得して下さい。

基礎を固める／専門性を高める講義講座
LW-27

3日（水）
10：00～12：00西端　　泉

川崎市立看護短期大学　准教授
放送大学　非常勤講師

JAFAフィットネス基礎理論 ～トレーニングとストレッチングの違いは？いまさら誰にも聞けない人向けの講座～

ウォーキングはエアロビクス（有酸素運動）。それなら散歩は？筋力と筋持久力の違いは何？柔軟体操とストレ
ッチングは同じ？強度と負荷の違いは？コンディショニングとトレーニングはどう違うの？などなど、テキストや
講義・講座で、知っていて当然と説明なしに使われる専門用語。でも、本当に違いがわかっていますか？この講座
では、これらの分かり切っているようで、よく分かっていない違いを、理論的裏付けとともに解説・実演します。

JB-28
3日（水）
15：45～18：45西端　　泉

川崎市立看護短期大学准教授、JAFA参与、
放送大学非常勤講師

JAFAフィットネス基礎理論 ～姿勢に影響する柔軟性の確認～

姿勢の問題は、運動に際しては傷害発生の要因となり、日常生活においても腰痛・肩こり・膝痛などの発生要
因となります。姿勢が悪化する原因には、骨や関節の奇形や変形、痛み、生活習慣、運動習慣、筋力・筋持久力
の不足やアンバランス、柔軟性の過不足やアンバランスなどが考えられます。今回は、主に、柔軟性の問題によ
って生じる姿勢の問題に焦点を当て、柔軟性の確認方法や、柔軟性の改善方法も含めて解説したいと思います。

アクアプログラム

JB-12
2日（火）
12：30～15：30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

下肢の関節疾患にフォーカスした水中機能改善体操 ～歩行機能（ロコモティブ）を改善する！～

180分という講座の中で実技を中心に下肢関節疾患の方々に向けた水中運動をご紹介します。楽しく気持ちよく行って
いただくための段階的なエクササイズの提供方法、指導方法をフランクリンメソッド、アレクサンダーテクニックの考え
方を応用して提案します。自分の身体に対して、ポジティブに取り組めるためのアイデアもご紹介したいと思います。ビ
ート板やボールなどツールを使うことでバリエーションも広がりますので、コンディショニングクラスにも応用できます。

L-13
2日（火）
15：45～16：45三浦　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

アクアダンスバリエーションMIX ～様々なお客様に対応する力を付けよう～
アクアダンスに参加されるすべてのお客様に満足して頂くための動きのバリエーションをご紹介し

ます。機能改善系、ダンス系、スポーツ系等の動きをミックスする事で、今までにないバリエーショ
ンが習得できます。参加された方が「又来たい！友人にも教えてあげたい！」と思って頂けるような
内容です。是非ご参加ください。

BU-11
2日（火）
10：15～12：15三浦　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。

W-36
4日（木）
14：00～15：30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、歩行改善までのプログラムです。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るものです。是非ご参加ください。



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『415』以降　※416
は除く　※SKの先行予約は、8月24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25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九州」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：10月20日（水）

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 KYUSHU  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） 

■参加費 

振込み金額総計　　　　　　　円 

〒 

〒 

W - 1 
L - 2 
LW - 3 
LW - 4 
L - 5 
LW - 6 
LW - 7 

W - 8 
FD - 9 
FW - 10 
BU - 11 
JB - 12 
L - 13 
W - 14 

L - 15 
L - 16 
SK - 17 
SK - 18 
JB - 19 
JB - 20 
LW - 21 

LW - 22 
L - 23 
W - 24 
W - 25 
W - 26 
LW - 27 
JB - 28 

EW - 29 
L - 30 
W - 31 
W - 32 
L - 33 
W - 34 
W - 35 

W - 36 
LW - 37

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 

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

■FW-10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 

参加申込方法
JAFA会員

8月24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   


