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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
教育単位

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
21,44以外

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 21,44 講義 ─ 2.0 
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 
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 ─ 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 
FW 360分 フィットネスウオーキング養成講座 講義＆実習 14,000円 12,000円 2.5 3.5 6.0 3.0 3.0 

講座参加費／各種資格における取得可能単位数

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

■上記以外の団体の教育単位認定講座について 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） W-15、W-17、SW-20

 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

2日
水

サブアリーナ BSK-1 
百瀬　和子
JAFAスキルアップセミナー

BSK-2 
百瀬　和子
JAFAスキルアップセミナー

多目的室AB
自治体説明会

BFF-3 
池田　美知子　藤﨑　道子
フィットネスダンス普及員養成講座

プール BBU-4 
岩崎　浩美
JAFAブラッシュアップセミナー

BL-5 
岩崎　浩美
効果的な基本動作とコン
ディショニングでサーキット

BL-6 
尾陰　由美子
優しいアクア
エクササイズ

視聴覚室 BFW-7 
天方　さゆみ
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

3日
木

サブアリーナ BW-8 
三井　俊一
初級エアロビクスクラスのススメ

BL-9 
奈蔵　和香
DISCO WORKOUT

CL-10 
西野　知香
東北インストラクター
スペシャルチャリティレッスン

AL-11 
WAKA(奈蔵  和香)
MEGADANZ
─MEGA LATINO MIX─

AL-12 
井上　トキ子　奈蔵　和香
Hybrid 2 Revolution

多目的室AB BSK-13 
天方　さゆみ
JAFAスキルアップセミナー

BL-14 
藤﨑　道子
コンディショニング
クラス　アプローチ

AW-15  ※GボールGIP
岡橋　優子
すべての女性に贈るブレストケア・ストレッチ

BL-16 
西野　知香
ステップでボディ
コンディショニング

多目的室CD AW-17  ※GボールGIP
尾陰　由美子
フランクリンメソッド

体験！
ウエーブ
リング

BL-18 
百瀬　和子
YOUポール・ピラ
ティス＆リリース

BW-19 
脇田　久子
☆今、なぜyoga？

BSW-20 ※GボールGIP
岡橋　優子
ワクワク！バランスボール

第1、2研修室
FORUM café（九州インストラクターコミュニティー）

第3研修室 BW-21 
片井　忠
コアスタビライゼーションの理論

BW-22 
片井　忠
コアスタビライゼーションの実践

BFD-23 
迎　秀子
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

第4研修室 AW-24 
西村　拓巨
歩行動作から見る筋バランス
コンディショニング

BL-25 
迎　秀子
アシュタンダ
ヨガ入門

BL-26 
岩崎　浩美
安定性向上を目的に！
イスを使ったボール体操

AW-27 
西村　拓巨
パーソナル指導における
「生活習慣痛」改善アプローチ法

4日
金

サブアリーナ AW-28 
井上　トキ子
優しさと楽しさの共存＠中上級エアロビクス

AL-29 
三井　俊一
STEP VARIATION

BL-30 
井上　トキ子
知恵と工夫と熱意の
詰まった初級ステップ

AL-31 
金子　智恵
ラテンエクスプレス 
コン サルサ®

BL-32 
金子　智恵　三井　俊一
SOULFUL LATIN

多目的室AB AW-33 
瀧口　晶恵
Ciao！  ケアビクス

BL-34 
牧　直弘
ウェーブストレッチ

BW-35 
田中　満
高齢者向けレジスタンストレーニング

BL-36 
田中　満
サーキットトレーニ
ングで姿勢美人！

多目的室CD BW-37 
有吉　与志恵
骨盤・股関節コンディショニング

体験！
ウエーブ
リング

BL-38 
有吉　与志恵
足の神秘　フットコ
ンディショニング

AW-39 
片井　忠
動作のバランスを崩す硬化筋の調整法

BL-40 
高田　香代子
マットピラティス
オープンクラス

第1、2研修室
FORUM café（九州インストラクターコミュニティー）

第3研修室 AW-41 
迎　秀子
ヨガアジャストメントワークショップ

BL-42 
高橋　ひとよ
ヨーガセラピー　笑顔
になれる「こころヨガ」

AW-43 
高田　香代子
マットピラティス with プロップス

BW-44 
田中　宏暁
スロージョギングの科学！

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



2

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　090-8645-7844
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★はバス停です

アクシオン福岡 〒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。

交通
手段

福岡県立スポーツ科学センター　アクシオン福岡

　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 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。（FF・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。

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:info＠jafanet.jp　http://www.jafanet.jp

申込締切  平成23年10月17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 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2日（水）　10：30～12：00
■会　　場　多目的室AB
■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　8月18日（木）　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。

九州開催でもゆっくりじっくりとJAFA FORUMを満喫していただくため、FORUM caféをオープンします！
さらに！今回は九州インストラクターの情報交換の場として九州インストラクターネットワークの構築や今回の
JAFA FORUM講師陣との交流の場ともなります。
ぜひお立ち寄りいただき、お待ち合わせ・休憩などにご利用ください。コーヒーやお茶、お菓子などをご用意して
おります。

11月3日（木）11:00～17:00　11月4日（金）10:30～16:00　於：第1、2研修室Open time

ほっと一息　憩いと語らいのスペース

九州開催でもゆ くりじ くりとJAFA FORUMを満喫していただく
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JAFA FORUM受講者サービスの一環として開催期間中の受講者なら誰でもご参加いただける、自由参加型の
レッスンをご用意いたしました。
受講前のウォーミングアップ、受講後のクールダウン、空き時間のリフレッシュなどにぜひご活用ください。

※各団体資格の教育単位取得対象講座とはなりません。

体験！ウエーブリング

指導者としての情報収集に、最新ツールのウエーブリングエクササイズをご体感いただくとと
もに、自身のボディケアにぜひお役立てください。
内容：　○11月３日（木）プレゼンター 牧直弘
　　　　○11月４日（金）プレゼンター 髙橋智子
　　　　○会場／多目的室CD
　　　　○参加費無料
　　　　○予約不要
　　　　○途中参加、途中退場可
　　　　○マットの数に限りがありますのでなるべくマイマットをご持参下さい。

牧直弘

3日（木）
12：15～12：45

4日（金）
12：00～12：30

自由参加型レッスン
FREE!!

東北インストラクター
スペシャルチャリティレッスン
東東東東東東東東東東北北インストラクタタター

スペシャルチャリティレッスン
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！」

CL-10

JAFA/ADE
ルネサンスエグゼクティブアドバイザー

3日（木）
14：15～15：15

西野知香（宮城県仙台市）

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レッスン！
エアロビクスで東北に元気を贈ろう！

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。

参加費：JAFA会員 2,500円／一般 3,000円
※各団体の教育単位が付与されます。詳細は1ページ料金表をご覧ください。

今回の震災は、私たちに大切なことや大切な人を教えてくれました。『ふつう』というこ
とのありがたさも実感しています。今、動く楽しさと指導できる喜びを感じています。同
時に運動は人を元気にし、人と人をつなぐ役割になっていることもあらためて感じていま
す。東北からの熱い気持ちと、元気いっぱいの勢いを感じていただければ嬉しいです。
日本全国へ、幸せの輪を連動させましょう！
時間の経過とともに心が癒され、元気の勢いが増すことを信じながらまずは1歩前へ!!

『フィットネスを通して日本を元気にする』という㈳日本フィット
ネス協会の理念に共感して、健康づくりの運動を学び、伝える私た
ちJAFA会員。
仕事では、喜びや生きがいを感じることの多い一方で、悩みや不安
を抱えることが多いのも事実です。

ささやかなことかもしれないけど、一
人ではどうしてよいかわからない悩
み、もっと仕事がほしいけどどこで情
報を得ればよいのか、体調不良で仕事
ができなくなった時の不安、キャリア
アップの方法、などなど…。こういっ
た一人ひとりの小さな声をリアルタイ
ムに共有し、しかも問題解決の手掛か

りとなるような『場』を作ってみてはどうかと考えました。
その一歩として、全国に先駆けて、九州フォーラム会場内の気軽に
交流を持てる『場＝フォーラムカフェ』と、メールを通して会員同
士の情報を共有する『場＝メーリングリスト』を試行的に作ります。
具体的には、JAFAのウェブサイトやヘルスネットワーク、そして
九州フォーラムの会場にてお知らせいたします。
相互扶助をしながら「私たち自身の健康づくり」をはじめてはどう
かと、九州各県のJAFA会員の代表の私たちが、お世話をさせてい
ただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

西野知香インストラクターからのメッセージ

九州各県　JAFA代議員からのメッセージ

髙橋智子

♪九
州インストラクターコミュニティー♪

フォーラムカフェに新しい『窓』がオープン♬

JAFA FITNESS 
FORUM 2011 
in  KYUSHU
特 別 企 画 ～九州のフィットネスインストラクターがつながりはじめるチャンス！！～

11月3日（木）・4日（金）
【会場】第1、2研修室（FORUM café）
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～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）

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

BFF-3

JAFA理事
フィットネスダンスプロジェクトメンバー

JAFA/ADD、ADE
ハートフルアソシエイト　代表

2日（水）
12：30～16：30

池田　美知子（左）

藤﨑　道子（右）

フィットネスダンス普及員養成講座

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！
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」と、フィットネスダンス指導の基本事項を確認して指導技能の向上を図
る「フォローアップクラス」があります。今回は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した「コリオマス
タークラス」を開講します。モデルレッスンと使用楽曲は、『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。

BFD-23

JAFA/ADD、ADE
全米ヨガアライアンス200RYT

3日（木）
15：30～17：30

迎　秀子

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

※（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
にウォ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
ウォ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、ウォー
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。
この養成講習会は、（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、ウォーキング指導
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ォーキング。ウォ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。

主な内容  ①ウォ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。

■参加に必要なもの■  ●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、ウォーキングに適したシューズ（ウォーキングシューズ）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。

■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…■     （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ォーキング指導の要請があった場合、紹介されます。

■資格取得に際しての注意■  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される場合
は、下記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。

BFW-7

JAFA/ADD、ADE　健康運動指導士
日本ウオーキング協会主任指導員

2日（水）
11：00～17：30
※30分の休憩時間含む

天方　さゆみ

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 ※ 受講料にはテキスト代（￥2,000）が
含まれています。

■ FW-7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。

□健康運動指導士
□健康運動実践指導者
□JAFA／ADI
□JAFA／AQUA
□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
□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

□運動実践担当者（中央労働災害防止協会）
□運動指導担当者（中央労働災害防止協会）
□地域スポーツ指導者
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JAFAスキルアップセミナー

エアロビクス系プログラム

BSK-1  

百瀬　和子 2日（水）
12：00～14：00

　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。

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～

JAFA/ADD、ADE
ピラティススタジオMOMO代表

BSK-2  

百瀬　和子 2日（水）
14：30～16：30

　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
ピラティススタジオMOMO代表

BSK-13  

天方　さゆみ 3日（木）
10：00～12：00

　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。

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づくり編～

JAFA/ADD、ADE
JAFA Academy　第1期修了

BL-9  

奈蔵　和香 3日（木）
13：00～14：00

　世代を超えて、男女誰にでも楽しめる‘DISCO’！ いわゆる70'sに流行したアフロスタイル
にパンタロン姿は象徴的ですが、フィットネスウェアだってダンスエアロビクスの構成で踊
ればまさにここはDISCO♪全国各地のイベントで好評を頂いている内容を進化させ、九州の
みなさんと心を一つにしてワイワイ踊りたいと思います！キラキラ光るアイテムを身につけ
ればさらに気分も上がること間違いなし☆ダンス初心者さんもお気軽にご参加ください♪

DISCO WORKOUT ～ダンス初心者・ノリノリ大作戦♪～

㈲SPORTSGATEシニアディレクター
DANSKINアドバイザリースタッフ

BW-8  

三井　俊一 3日（木）
10：00～12：00

　初級エアロビクスのクラス作りの提案をします。参加者に動けたという達成感や改善
すべき点に気付いてもらえるクラスを指導してみませんか？感じてもらえる為には、あ
らゆる言葉がけが必要です。動きの指示→観察→修正→確認→動機づけという指導循環
にポイントを置きクラス構成の見直しをします。このワークショップを通して、ご自身
の指導方法の見直しをしませんか？ご参加お待ちしています。

初級エアロビクスクラスのススメ ～指導循環を見直そう♪～

JAFA/ADD
コナミスポーツ&ライフ　ライセンストレーナー

AL-12  

井上　トキ子
奈蔵　和香

3日（木）
17：00～18：00

　オールレベル、様々なジャンルのレッスンに対応できる柔軟力が持ち味の私たちな
らではの最強ハイブリッド（融合）レッスンが遂に九州初上陸です。ダンス、ジャン
プ、ポーズ、空間移動の妙、スムーズフローetc。次々に押し寄せる興奮と快感の波
に乗りながら、レッスンを思いっきり楽しんで頂きたいと思っています。1＋1＝2を遥
かに上回るエネルギーが、会場を熱い興奮で包むはず！TW（TOKIKO＆WAKA）
ユニットによる、ジョイントレッスンの真骨頂を体験できるこの機会をぜひお見逃し
なく！熱いハートと笑顔溢れる時間を一緒に共有できることを楽しみにしています。

Hybrid 2 Revolution

井上　 JAFA/ADE
LIEN アドバイザー

奈蔵　 ㈲SPORTSGATEシニアディレクター
DANSKINアドバイザリースタッフ 奈蔵　和香井上　トキ子

AL-11  

WAKA
(奈蔵　和香)

3日（木）
15：30～16：30

　プレコリオのダンスワークアウト「MEGADANZ」！ World musicに合わせて、セン
ス溢れる音楽と振付を表現豊かに踊っていきます。最高にCOOLなHIP HOP、ワイルド
かつ大胆に踊るレゲトン、流行のPOP、情熱溢れるLATIN、そしてファンも多いSEXY 
DANCE・・南米アルゼンチン発ラディカルフィットネス社の誇る高い運動量と、抜群
のセンス満載の熱すぎる60min！WAKAが心を込めてナビゲートします♪どなたにもご
参加可能です。お待ちしてます！

MEGADANZ ─MEGA LATINO MIX─

RADICAL FITNESS JAPANマスタートレーナー
チーム MEGADANZ, MEGA LATINO
㈲SPORTSGATE シニアディレクター

AW-28  

井上　トキ子 4日（金）
9：45～11：45

　予め振り付けの決まったプレコリオプログラムのダンスレッスンが勢いを増す中、エア
ロビクスの中上級レッスンへの参加人口を増やすには、初参加者や見学者といったフォロ
ワー予備軍の『難しそう』『難しかった』という気持ちを払しょくする為の技術と心配り
が必要です。このワークショップでは、楽しく新鮮なバリエーションを生み出す発想力
と、それを覚えて頂く為の伝達力や構成力に、‘優しさをトッピングするとこう変わる’と
いった実践例を複数の視点でご紹介します。日々のレギュラーレッスンで、私自身が心掛
けていることを棚卸ししてわかりやすくお伝えします。この機会をお見逃しなく！

優しさと楽しさの共存＠中上級エアロビクス

JAFA/ADE
LIEN アドバイザー
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STEPプログラム

ヨーガ

AL-29  

三井　俊一 4日（金）
12：45～13：45

　レッスン形式でステップエクササイズのバリエーションを紹介します。完成形は複雑なコリ
オグラフィーもシンプルな動きから変化要素を加えゴールに導きます。ステップエクササイズ
は、台という高さや幅のある特殊なツールを使用します。特徴があるからこそ、細かいレイヤ
リングテクニックや行き届いた事前準備が必要になります。その結果、参加者の効果に繋がり
ます。ステップ指導のプログラム構成について考えてみませんか？是非、ご参加下さい。

STEP VARIATION ～ステップ指導の幅を広げよう！～

JAFA/ADD
コナミスポーツ&ライフ　ライセンストレーナー

AW-41  

迎　秀子 4日（金）
9：45～11：45

　参加者が、より安定した状態でポーズに入れるよう導くアジャストメント技法。この
アジャストメントとは、参加者個々の骨格や柔軟性などを観察し、筋肉の流れに沿って
エネルギーの向いている方向へ導くようにサポートする指導法の一つで、主に手を使っ
て行っていきます。正しい知識と経験を深め、参加者が安心してヨガに取り組めるよう
実践形式で指導スキルを上げましょう。ヨガの指導を行っている方、今後指導していき
たい方、ストレッチクラスを指導されている方におススメのワークショップです。

ヨガアジャストメントワークショップ ～ポーズをより深めるためのアジャストメント技法～

JAFA/ADD、ADE
全米ヨガアライアンス200RYT

BL-25  

迎　秀子 3日（木）
13：00～14：00

　インドのマイソール地区で行われている伝統的スタイル、アシュタンガヨガ。太陽礼
拝から始まり、立位・座位でのポーズなど、アサナ（ポーズ）を順番通りに行くことが
特徴です。呼吸に合わせたダイナミックなアシュタンガヨガは、現代におけるフロース
タイルヨガの源流であるとも言われています。今回は、初めての方や柔軟性の低い方で
も行えるよう、軽減法を取り入れ、解説します。これからヨガの指導に取り組んでいき
たい方、この機会にぜひご体験ください。呼吸に合わせて心地良く行いましょう。

アシュタンガヨガ入門 ～初めての方でも行える伝統のアシュタンガヨガ～

JAFA/ADD、ADE
全米ヨガアライアンス200RYT

AL-31  

金子　智恵 4日（金）
15：30～16：30

　金子智恵のラテンにかける情熱が生んだラテンエクスプレスコンサルサ®。このプログラムは100％サ
ルサの音楽を使い、サルサを楽しんで有酸素運動を行うだけではなく、体幹筋力・筋バランス・巧緻性
にも働きかけることのできるラテン系エクササイズです。シンプルなフットパターンからバリエーショ
ンを使ったチャレンジ精神くすぐるコリオまで幅広い参加者に対応できる自由自在な構成が魅力です。
ラテン系フィットネスの新しい扉を開けてみたい皆さんにお届けします！ぜひご体験ください。

ラテンエクスプレス コン サルサ® ～100％サルサでパーフェクトエクササイズ！！～

㈲ハートアンドボディコネクション代表
AFAA PC/PFT/STEP/MF認定

BL-32  

金子　智恵
三井　俊一

4日（金）
17：00～18：00

　金子智恵＆三井俊一が、ガッチリとタッグを組みラテンエアロビクス
をお届けします。テーマは、SOUL＝魂！動きに魂を込めて熱くお伝え
します。コリオグラフィーや展開・構成はシンプルに、視覚から入る情
報（インストラクターの動き）の重要性を確認しましょう。熱い二人の
LATIN SOULを感じてみませんか？皆様のご参加お待ちしています。

SOULFUL  LATIN

金子　㈲ハートアンドボディコネクション代表
　　　AFAA PC/PFT/STEP/MF認定
三井　JAFA/ADD
 コナミスポーツ&ライフ　ライセンストレーナー 金子　智恵 三井　俊一

BL-30  

井上　トキ子 4日（金）
14：00～15：00

　初級者向けのレッスンが、ただ簡単なステップを寄せ集めただけの紋切りタイプになっていませんか？そ
して、その簡単なはずのプログラムの教え込みにすごく時間がかかってしまった経験をお持ちの方も少なく
ないはずです。ステップ台を、運動を難しくする障害物ではなく、運動効果と楽しさを高めるためのワクワ
クツールと感じて頂く為には、レッスンに様々な工夫と知恵と熱意を注ぐ必要があります。初級者が難しい
と感じる動きを分析し、その難しさを払しょくし、楽しさをトッピングする為に身に付けたノウハウを実践
的に60分レッスンに詰め込みました！ステップレッスンがきっともっと楽しくなるはず！インストラクター
の方も、愛好家の方がたも、この機会にぜひステップエクササイズにチャレンジしてみませんか？

知恵と工夫と熱意の詰まった初級ステップ

JAFA/ADE
LIEN アドバイザー

BW-19  

脇田　久子 3日（木）
14：15～16：15

　Yogaは、人生の道標～ヨーガの経験や年齢に関係なく出来るのが「ヨーガ」です！皆
様の心や身体が壊れる時（病気）には、何らかの原因（病因論）があり、ヨーガはその原
因を見つけ気付かせる技法（ヨーガ療法）です。そして、もう１つ！自分の中の「５人の
声」をきき、今どの「声」があなたを困らせていますか？自分探しをして皆様ご自身が
ヨーガ・セラピスト（ご自身の主治医）となり、ヨーガの理論と実技（アーサナと呼吸法
とアイソメトリック等）により、「意識化」と「体感（気付き）」を誘導します。

☆今、なぜyoga？ ～あなたはボディメイク派？＆メンタルメイク派～

日本ヨーガ療法学会　理事
日本ヨーガ療法学会認定　ヨーガ療法士

BL-42  

高橋　ひとよ 4日（金）
12：15～13：15

　身体のどこかにリスクを背負っている私達、隠れ障害を持ちながらも仕事や運動や
日々を過ごしているのではないでしょうか？グループで行う指導では全体を見ていきな
がらも、一人一人の身体を適切に見極めることも必要です。習慣によって染み付いた、
間違った姿勢の認識を見直していくように、クラスの中であたかもプライベートクラス
を行っているかのように展開していきます。アンバランスな身体を「こころ」の状態を
安定させながら整えていくクラスです。

ヨーガセラピー　笑顔になれる「こころヨガ」～更なる深層筋の意識と鍛錬で呼び起こす自分の身体～

JAFA/ADE
全米ヨガアライアンス200RYT
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ピラティス

BL-40  

高田　香代子 4日（金）
16：30～17：30

　レベル設定をしないマットのオープンクラスは、ある程度エクササイズとして行いな
がら、次の3点が成功を握ります。1. テーマ　2. 修正の幅　3. 難度展開。
　このクラスではピラティス独特の、反対方向への使い方＝［オポジション］にフォー
カスし修正、難度展開を広げていきます。グループならではのエネルギーを、是非とも
お楽しみ下さい。

マットピラティス　オープンクラス ～オポジット　エナジー～

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

AW-43  

高田　香代子 4日（金）
13：30～15：30

　ピラティスの本質「身体の使い方」の習得には、機械や道具を使うアプローチが効果
的です。プロップ（小道具）は、手軽なのに絶大な助けとなるため、使いこなして、指
導の幅を広げていただきたいアプローチです。プロップの王者 マジック サークルとエ
クササイズ バンドの使い方を伝授致します。欧米のグループクラスは、これらプロッ
プなしに成立しないほど愛好されています。プライベート、グループ指導に、またご自
身の身体の使い方のステップアップにも、ご参加をお待ちしております。

マットピラティス with プロップス ～プロップの王道　マジックサークル＆エクササイズバンドのhow to～

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

コンディショニング系プログラム

AW-17  

尾陰　由美子 3日（木）
10：00～12：00

　機能解剖学を、イメジェリーを使って経験的に学びます。スムースな動きを手に入れ
るためのちょっとした脳（イメージ）の使い方、マッピングなどを応用して動きを明確
にしていく、言葉の使い方や意識によって身体が変化することをぜひ学んでください。
ピラティスやヨガの指導に役立つだけでなく、パーソナル指導にも大いに役立ちます。
何よりもインストラクター自身の身体の使い方が変わることで、レッスン指導がうんと
楽になるはずです。今回は、骨盤と脊柱の機能解剖学にチャレンジ！！

フランクリンメソッド ～骨盤と脊柱パワーを学ぶ～

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　会長

BL-18  

百瀬　和子 3日（木）
13：00～14：00

　従来のストレッチポールよりも、短く・細く・柔らかい「YOUポール」を使用したコン
ディショニングを、ご体験下さい。ポール上で、ピラティスを活用し、骨盤・背骨・肩甲骨
の配置と動きを意識しながら体幹を鍛え、姿勢をリセットし、そして、ポールの特性を活か
した体ほぐしを行います。今の体の状態に気づくことでしょう。ご自身の日頃のボディメン
テナンスと指導にお役立て下さい。ピラティス未経験者の方でも安心してご参加頂けます。

YOUポール・ピラティス＆リリース ～小型フォームローラーで体のメンテナンスを！～

JAFA/ADD、ADE
ピラティススタジオMOMO　代表

AW-15  

岡橋　優子 3日（木）
14：15～16：15

　普段のレッスンで自分のカラダをもっと大切に感じてみましょう。小さなボールを使っ
て、さりげなく乳がん自己検診も出来てしまう胸まわりのブレストケアを体験してくださ
い。もちろん、全身のリンパマッサージとストレッチもたっぷりの75分のサンプルレッス
ンも行います。乳がんの最新情報も分かりやすくお伝えします。あなた自身のからだのた
めにも是非ご参加ください。（この講座はピンクリボン活動に協賛しています。）

すべての女性に贈るブレストケア・ストレッチ ～乳がん自己検診をさりげなくレッスンで！～

JAFA/ADD、ADE
NPO法人スマイルボディネットワーク　代表

BSW-20  

岡橋　優子 3日（木）
16：30～18：00

　弾む、転がる、丸い！ボールは楽しさの宝庫。他のトレーニングツールでは決して真
似できないゲームやエクササイズにトライ。ボールの特性によって、たくさんの回数を
しなくても、体幹コア、バランス感覚、背筋がしっかりパワーアップします。バランス
ボールが初めての方、使い方が良くわからない方に最適のクラスです。

ワクワク！バランスボール ～ゲームからダンスまで楽しさ満載～

JAFA/ADD、ADE
Gボール協会理事

BL-14  

藤﨑　道子 3日（木）
13：00～14：00

　本講座では《柔らかく・しなやかな身体づくりと心と身体の調和、バランスの取れた
状態を保つ》ためのコンディショニングクラスを提案したいと思います。グループ指導
のメリットは“みんなで楽しみながら一緒にエクササイズができること”。参加者同士
のコミュニケーションを深めるような内容を沢山ご用意しています。特に、単調になり
がちなソフトジムボールの有効活用法をご紹介します。

コンディショニングクラス　アプローチ ～様々な指導現場で提供可能なグループコンディショニング指導法の提案～

JAFA/ADD、ADE
ハートフルアソシエイト　代表

BW-22  

片井　忠 3日（木）
13：00～15：00 　脊柱を中心としたコアを形成する骨格、筋肉系のトレーニングについてコアエクササ

イズの指導をこれから始める方対象に解かり易く説明します。呼吸・姿勢支持・動作安
定に必要な筋群をトレーニングをしながら習得しましょう。
　前の講座（W-21）に参加すると、より深い理解が得られます。

コアスタビライゼーションの実践
～体幹を安定させる筋肉を実技を伴いながら詳細に説明します～

㈲FSCC代表取締役
プロ野球・プロ格闘技選手等パーソナルトレーナー
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BW-37  

有吉　与志恵 4日（金）
9：45～11：45

　骨盤・股関節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。脚はエクササイズには重要な部位です。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、エクササイズの効率もアップします。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～

NPO法人日本体調改善運動普及協会（NCA）会長
ACSM/HFS

AW-24  

西村　拓巨 3日（木）
10：00～12：00

　人間が生きていく上での基本動作である「歩行」。そこにはカラダの様々な情報が含
まれています。その情報を分析する力、問題点を改善する力は運動指導の現場において
大きな武器となります。今回は「歩行動作」の分析、そこから繋がる色々なチェック法
やコンディショニングエクササイズを、ホリスティックコンディショニングの基礎を交
えながらご紹介致します。

歩行動作から見る筋バランスコンディショニング ～ホリスティックな視点で捉えたエクササイズプログラム～

Fitness Supportライコ　代表
JHCA上級ホリスティックコンディショナー

AW-27  

西村　拓巨 3日（木）
15：30～17：30

　運動を実施するにあたって「（肩コリ・腰痛・膝痛など）慢性痛を改善したい」とい
う目的を挙げる方は多いと思います。これからの運動指導者にとって「痛み」をどう捉
え、どう向き合うのかは重要なポイントです。治療分野ではなく運動分野でできる「痛
み」に対するアプローチ方法。今回は「腰痛」に対するマンツーマンでのコンディショ
ニング方法を、骨盤を中心とした包括的な視点でご紹介させて頂きます。

パーソナル指導における「生活習慣痛」改善アプローチ法 ～マンツーマンだからできる腰痛改善・予防コンディショニング～

Fitness Supportライコ　代表
JHCA上級ホリスティックコンディショナー

BL-38  

有吉　与志恵 4日（金）
12：45～13：45

　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。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、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

BL-36  

田中　満 4日（金）
16：30～17：30

　サーキットトレーニングではアウター＆インナーマッスル、心肺機能など内容のバラ
ンスが大切です。偏ったエクササイズでは体も美しく仕上がりません。今回は自体重ト
レーニングの他、バランスボール、チューブなどの器具を使用します。
　また人の発育発達の動きからエクササイズを構成しているので、安全かつ効果的な指
導が可能になります。グループレッスン、セミパーソナルレッスンなどの指導をしてい
る方で、エクササイズのマンネリ化、引き出しを増やしたい方は是非体験して頂きたい
内容です。

サーキットトレーニングで姿勢美人！ ～人の発育から考えたサーキットトレーニングで蘇るカラダ～

日本コアコンディショニング協会　A級講師
コアトレーニングスタジオLOHAS　代表

高齢者向け指導プログラム

BL-34  

牧　直弘 4日（金）
12：45～13：45

　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

AW-39  

片井　忠 4日（金）
14：00～16：00

　身体のアンバランスは凝り固まった筋から生まれます。肩凝りや腰の張りなど身体の
バランスを崩している硬化筋をPNFのホールドリラックスを使って凝り固まった筋の解
し方について解説し、身体のバランスを改善していきます。

動作のバランスを崩す硬化筋の調整法

㈲FSCC代表取締役
プロ野球・プロ格闘技選手等パーソナルトレーナー

BL-16  

西野　知香 3日（木）
16：45～17：45

　ステップ台を中高年のコンディショニング系クラスのレッスンに取り入れてみません
か？そのメリットは…
1. 台を使用することで、運動強度を保つことが出来ます。
2. 台を使用することで、可動域を向上させることにつながります。
3. 床では弾むことが出来ない方でも、台を使用することで体感でき、身体へのシンプルな刺激が行えます。
4. 昇降運動⇒筋コンディショニング…と、サーキット式で進めていくので、参加者を
ゴールに導きやすい構成となっています。

ぜひこの機会にご体験ください。

ステップでボディコンディショニング

JAFA/ADE
ルネサンスエグゼクティブアドバイザー
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アクアプログラム

BL-6  

尾陰　由美子 2日（水）
16：00～17：00

　機能解剖学を踏まえて身体の協調性、全体性にフォーカスした内容で60分のアクアエ
クササイズを音楽に合わせて行います。水の特性である「浮力」を活かしたムーブメン
トで可動域を引き出し、スピードや面の使い方で「抵抗」操作し、安定力や協調性を引
き出します。心と身体に優しい自然な身体の使い方を60分で体験していただきます。姿
勢改善や機能改善の考え方を学びたい方、レッスンに活かしたい方におススメです。小
さなボールを使ったバリエーションもご紹介します。

優しいアクアエクササイズ ～身体の使用説明書～

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　会長

BBU-4  

岩崎　浩美 2日（水）
10：30～12：30

　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！！

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～

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　理事

基礎を固める／専門性を高める座学講座

BW-44  

田中　宏暁 4日（金）
16：00～18：00

　スロージョギングは、たとえ運動が苦手な方でも簡単にマスター出来て、おまけに疲
れない走り方だから楽しく長続きできるため、健康に良い効果が現れます。このスロー
ジョギングの走り方と効能を詳しく解説します。
　スロージョギングの方法を再確認し、クライアントの脳と体を健康にしてあげてくだ
さい。

スロージョギングの科学！ ～運動が苦手な人も体力がない人も長く続けられる健康づくり～

福岡大学スポーツ科学部運動生理学研究室　教授

BW-35  

田中　満 4日（金）
14：00～16：00

　高齢者の方へ向けたレジスタンストレーニングの中でも、自体重を活かしたトレーニ
ングメニューを豊富に持つことは指導レベル向上の1つのアイテムとなります。本講座
は、場所を選ばず器具を使わずしてでき、寝た状態から立って行えるトレーニングまで
を体験・体感して学べ、実際の指導現場にて即、役立てることができます。指導の際の
注意点、ポイントもしっかりお伝え致します。高齢者運動指導をされている方、これか
ら高齢者へ運動指導をされる方必見です。

高齢者向けレジスタンストレーニング ～メニューを増やして指導レベルを向上～

日本コアコンディショニング協会　A級講師
コアトレーニングスタジオLOHAS　代表

BL-26  

岩崎　浩美 3日（木）
14：15～15：15

　イスに座って行う体操と、立位ではイスに手を置き、支えとして使った体操を行います。座
位では、下半身が安定しているので体幹や上肢を大きく動かす事が出来ます。また、上半身の
重さがイス上にあるので、下肢を動かしやすく、膝痛の方でも比較的楽に行う事ができます。
立位では、足の裏に正確に体重をのせる練習や簡単なトレーニングをしていきます。運動に慣
れない高齢者の場合でも、行いやすい内容です。ぜひ、日々の教室の参考にしてください。

安定性向上を目的に！イスを使ったボール体操 ～簡単に動けて、楽しさも倍増！ストレッチ・トレーニングを組み合せる～

JAFA/AQS
NPO法人コーチズ　チーフディレクター

BL-5  

岩崎　浩美 2日（水）
14：45～15：45

　「背筋を伸ばします！」「お腹を締めてください！」私たち指導者が、参加者に伝え
ている言葉です。が、私たちのプログラムはそれを行える内容になっているでしょう
か？本講座の中では、基本動作をシンプルに組み合せ、動き方に注意を促していきま
す。「わかっているつもり！」の動作やコンディショニングを、改めて水中で確認して
みましょう。また、正確に動く事によって効果を得る為に、どのタイミングでどのよう
な声かけが必要か、身体で感じて参考にしてください。

効果的な基本動作とコンディショニングでサーキット ～正確に動けるプログラミングとその伝え方のヒント～

JAFA/AQS
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会　理事

BW-21  

片井　忠 3日（木）
10：00～12：00

　脊柱を中心としたコアを形成する骨格、筋肉系のメカニズムについてコアエクササイ
ズの指導をこれから始める方対象に解り易く説明します。呼吸・姿勢支持・動作安定に
必要な筋群を実演を交えながらご説明します。
　次の講座（W-22）の受講をオススメします。

コアスタビライゼーションの理論 ～体幹を安定させる筋肉を詳細に説明します～

㈲FSCC代表取締役
プロ野球・プロ格闘技選手等パーソナルトレーナー

AW-33  

瀧口　晶恵 4日（金）
9：45～11：45

　認知症予防の1つに有酸素運動は効果的であるといわれています。また、知的活動も
必要であるといわれています。現在、ケアビクス（椅子に座って行う有酸素運動）で
は一般高齢者のほかに認知症・MCI（軽度認知症）の方々や、特定高齢者の方々に指導
を行っています。その実際と、知的活動＝知的運動（MCI時に低下する機能を鍛える運
動）をご紹介します。また、昨年度に紹介した経絡を使った呼吸法の振り付けもご紹介
します。（♪おまけ付♪）

Ciao！　ケアビクス ～明るく♪楽しく♪元気よく♪　ケアビクスで認知症予防！～

JAFA/ADD
日本ケアビクス連盟　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

BU × （　　　）クラス＝ 円
FD × （　　　）クラス＝ 円
FF × （　　　）クラス＝ 円
FW × （　　　）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クラスがある　□知人・会社のすすめ

SK - 1
SK - 2
FF - 3
BU - 4
L - 5
L - 6

FW - 7
W - 8
L - 9
CL - 10
L - 11
L - 12

SK - 13
L - 14
W - 15
L - 16
W - 17
L - 18

W - 19
SW - 20
W - 21
W - 22
FD - 23
W - 24

L - 25
L - 26
W - 27
W - 28
L - 29
L - 30

L - 31
L - 32
W - 33
L - 34
W - 35
L - 36

W - 37
L - 38
W - 39
L - 40
W - 41
L - 42

W - 43
W - 44

■アンケートにご協力をお願いいたします■

参加申込方法

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。※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。※『481』は除く。
※※SKの先行予約は、8月18日（木）10：00〜16：30。SKの先行予約は、8月18日（木）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！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後、電話でお申込みください。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：8月19日（金）8月19日（金）
　JAFAフォーラム事務局　70120-987-9390120-987-939
　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：10：00〜16：3010：00〜16：30（土、日、祭日は休み）
　予約受付番号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※�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。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。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フォーラム2011in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。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。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（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、※ 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。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：10月21日（金）10月21日（金）

5. 受講チケットは、10月中旬10月中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。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JAFA会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月18日（木）10：00〜16：30　8月18日（木）10：00〜16：30　770120-987-939（JAFAフォーラム事務局）0120-987-939（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 in KYUSHU  参加申込用紙JAFA FITNESS FORUM 2011 in KYUSHU  参加申込用紙 ※コピー可
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