
コアコンディショニングの祭典
３カ所にて初開催！
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主催：一般財団法人 日本コアコンディショニング協会
後援：シナプソロジー普及会（株式会社ルネサンス）
　　   特定非営利活動法人 日本トレーニング指導者協会
　　　公益社団法人 日本フィットネス協会

主催：一般財団法人 日本コアコンディショニング協会
後援：シナプソロジー普及会（株式会社ルネサンス）
　　   特定非営利活動法人 日本トレーニング指導者協会
　　　公益社団法人 日本フィットネス協会

各種単位申請中各種単位申請中

広島フェスタ

仙台フェスタ

鹿児島フェスタ

【日程】2019 年 6月16日（日）
【会場】
広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）武道場
【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:71
※申込開始は4月21日から

【日程】2019 年 7月21日（日）
【会場】
東京エレクトロンホール宮城
【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:75
※申込開始は 5月26日から

【日程】2019 年 9月8日（日）
【会場】
学校法人 南学園　鹿児島医療福祉専門学校
【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:76
※申込開始は7月14日から

鹿児島フェスタ

参加費（税込）
フェスタオリジナルセミナー
 １コマ 非会員 ￥4,320　　 学生・紹介 ￥3,240 会員 ￥3,240

会員紹介割引について

お問い合わせ先
お申込・お支払方法について

JCCA認定セミナー（1.5時間講座）
会員・一般 ￥4,320 再受講 ￥1,080 * 会員のみ

JCCA会員様のご紹介で、一般の方も会員価格で受講できます。
セミナーお申込前に、ご紹介者名を事務局宛にメールでお送りください。

①コンビ二払いの場合…6日前の 23:59まで
上記URL及びQRコードからサイトにアクセスしてお申込ください。

（一財）日本コアコンディショニング協会 事務局
MAIL  jimukyoku@jcca-net.com　TEL. 03-5413-5937

②クレジットカード決済の場合…前日の 18:00まで
※お支払い方法により申込期限が異なりますのでご確認のうえお支払いください。

メールアドレス：jimukyoku@jcca-net.com

申込ページ
QRコード

申込ページ
QRコード

申込ページ
QRコード

 １コマ
JCCA認定セミナー（３時間講座）

会員・一般 ￥7,560 再受講 ￥1,890 * 会員のみ １コマ

※お申込間違いによる受講料の返金は致しかねます。

/

広島フェスタ

仙台フェスタ

広　島
仙　台
鹿児島

6/16
7/21
9/8

有名運動
指導者が

ご当地に
やってき

ます！有名運動
指導者が

ご当地に
やってき

ます！

・健康運動指導士
・健康運動実践指導者
・日本Gボール協会（7/21岡橋優子さんのセミナーのみ）

・ＪＡＦＡ更新単位
・ＪＡＴＩ継続単位

資格更新のための認定単位について

提携他団体指導者資格の更新（継続）単位を
ご希望の方は、事前に登録番号と保有資格種類を
事務局までメールでお送りください。
※登録番号のご連絡がないと、書類のお渡しができません。
※フェスタ終了後にご自宅へ単位申請書をお送りします。

健康運動指導士／健康運動実践指導者／
JAFA更新単位／JATI継続単位

日本Gボール協会

メールアドレス：jimukyoku@jcca-net.com

全てのセミナーで単位申請中

7/21　岡橋優子さんのセミナーのみ



広島フェスタ 6/16（日） 鹿児島フェスタ 9/8（日）

仙台フェスタ 7/21（日）

広島フェスタ 6/16（日） 鹿児島フェスタ 9/8（日）

仙台フェスタ 7/21（日）

フェスタオリジナルセミナープログラム
13:30～15:00

10:00～13:00 14:00～17:00

9:30～
　10:00

受
　
　
付

ひめトレ教育トレーナー
機能改善ヨガ指導員
Sintex®インストラクター　

井藤 久美子

ひめトレベーシックコアキッズ体操

ストレッチポール活用法

～ひめトレの使用法を習得することで
　スタイルアップ・姿勢改善・パフォーマンス
　アップ・尿モレ予防を即実践！!～～まっすぐ立つための土台作りの体操～

日々をより快適に過ごす為に、身体を動きや
すくすることは大切。ひめトレを使って骨盤
底筋に感覚入力し、身体の中からアプローチ
することで呼吸や姿勢、ウエストシェイプま
でも取り組むことができる。運動習慣のない
方にも、運動パフォーマンスを上げたい方に
も「頑張らず整えてから動きやすい身体」を
獲得するメソッドを習得しましょう。

子どもを楽しませる、そして効果を出す、これらを
両方させるのがコアキッズ体操です。ジュニアス
ポーツの準備運動として導入する事で姿勢の改
善や動きの質が向上します。
まっすぐ立つ事が出来ない、フラフラしている、
転んだ時に手を付けない。そんな子どもたちの
体の可能性を高め、運動を好きになるキッカケ
をつくっていきましょう。

からだと心のトレーナーとして、機能改
善を主体にピラティスやヨガをグループ
から個別指導までをこなす。養成・セミ
ナー・運動指導の場では共に笑顔で習
得して頂くことを大切にしている。

このセミナーでは今までにない新しいストレッチポールの
活用方法を学ぶことができます。一般的にストレッチポー
ルの使い方といえばベーシックセブンを始め仰向けで行
うものが主流ですが、今回はストレッチポールにうつ伏せ
で行うエクササイズをお伝えします。このように使うこと
で効果的に呼吸にアプローチしていく事ができます。
またストレッチポールを使い直接、股関節の可動性を高
め、開脚を可能にするエクササイズなどもご紹介します。
それ以外にもその手があったか！と感じていただける内容
が満載です。ストレッチポールの新たな可能性を追求する
９０分。エクササイズのバリエーションを増やしたい、新し
い考え方を手に入れたい方にオススメの内容です。

13:30～15:00

10:00～13:00

JCCAマスタートレーナー/A級講師
リアライズ有限会社　代表取締役

川添 まり子
中学校保健体育教師として２３
年勤務。その後、コアコンディシ
ョニングと出会い、現在は体と
心のセルフコンディショニング
のプロとしてレッスンや講演活
動を行っている。

ペルコン（骨盤コンディショニング） ソラコン（胸郭コンディショニング）ベーシックセブン
～ストレッチポールの効果を最大限に引き出す～
ストレッチポールを使って短時間でアライメント
改善を促せる「ベーシックセブン」の安全かつ効
果的な指導方法を学びます。
セミナーでは、エクササイズの形や指導方法だけ
でなく、指導前に押さえておきたい基本知識・指
導の際に気をつけなければいけない禁忌・効果
を体感してもらうポイントもお伝えします。現場
で即お役立ていただける180分です。

ストレッチポールを使って行う【骨盤・股関節を
整える運動】のペルコンと、【胸郭（肋骨まわ
り）や肩甲骨まわりを整える運動】のソラコンを
お伝えします。ペルコンではコアの土台である骨
盤を、ソラコンでは肩こりや猫背の改善にも役
立つ使い方をお伝えします。ベーシックセブンに
加えてさらに効果を引き出したい方にオススメ
の２講座です。

堤下 武
JCCAマスタートレーナー／
B級講師
PTI認定フィジカルトレーナー

アレンジ代表。パフォーマンスアップ専
門で、自身の長いスポーツ経験から「正
しく動ける身体づくり」をモットーにア
スリートから健康的な身体づくりのサ
ポートを行う

14:00～15:30 15:30～17:00

ひめトレ活用術★
エクササイズバリエーション
～ひめトレポールの可能性を
　　　　　　　　　　　楽しく体験～
ひめトレポールの特性を活かした様々なバリエー
ションを紹介します。骨盤底筋だけではもったいな
い！ピラティス、脳活、ストレッチ・・・。ひめトレエク
ササイズ＋αの可能性をぜひ体験してみてください！
グループレッスンやパーソナルトレーニングにご活用
いただける内容です☆

JCCA認定セミナープログラム

フェスタオリジナルセミナープログラム
9:30～
　10:00

受
　
　
付

JCCA認定セミナープログラム

フェスタオリジナルセミナープログラム
9:30～
　10:00

受
　
　
付

JCCA認定セミナープログラム

三カ所とも行きたい！でも行けない！という方へ

以下のアドレスから
お申し込みください

※フェスタオリジナルセミナーのみ視聴可能です。

http://bit.ly/ccfdouga

配信期間 9月27日（金）～10月7日（月）11日間
岩﨑＆石塚コラボセミナーは全三回で完結します！岩﨑＆石塚コラボセミナーは全三回で完結します！

動画見放題のお知らせ

Don’t 
　miss it!

動画配信価格（税込）

申し込み方法

各セミナー * JCCA認定セミナーは視聴できません。

会員・当日参加
会員・当日不参加
非会員

￥5,400
￥16,200
￥21,600

会員の方は、
どこか１つだけでも
セミナーに

参加すれば当日参加価格が
適応になります！

つまり5,400円で見放題に！

会員の方は、
どこか１つだけでも
セミナーに

参加すれば当日参加価格が
適応になります！

つまり5,400円で見放題に！

セミナーの選択方法は自由で１コマ単位でのお申し込みとなります。
例えば午前中はフェスタオリジナルセミナー、午後はJCCA認定セミナーというような選び方が可能です。

セミナーの選択方法は自由で１コマ単位でのお申し込みとなります。
例えば午前中はフェスタオリジナルセミナー、午後はJCCA認定セミナーというような選び方が可能です。

セミナーの選択方法は自由で１コマ単位でのお申し込みとなります。
例えば午前中はフェスタオリジナルセミナー、午後はJCCA認定セミナーというような選び方が可能です。

動画視聴可 動画視聴可

いろは体操
～座位で安全に行えるコアコンディショニングエクササイズ～

いろは体操はからだの基本を思い出し、コアにス
イッチを入れる体操です。尿もれの予防、日常生
活動作や不定愁訴の改善、姿勢や動きの安定化
などの効果が期待できます。
動きやすいかだらづくりを通じて目の前のシニア
の皆様を笑顔にしたい方にオススメです。
※ひめトレを使ったエクササイズです。

15:30～17:00
動くために必要な「見る力」
～「視覚能力」と「重力」には
                              深い関係があった～

～枠にとらわれない
              ストレッチポールの使い方～

オリンピックが近づき、注目を集め出したビジョント
レーニング。視覚能力（見る力）を高めるビジョントレ
ーニングは、球技や格闘技はもちろん、長距離ランナ
ーや水泳選手にも効果があります。更にはビジョント
レーニングで姿勢が改善したり、腰痛が改善した！と
いう声もいただいています。
なぜそんなことが起こるのか、その基本理論とトレー
ニング方法を簡単解説。あなたのクライアントに是非
ビジョントレーニングを取り入れてあげてください！

15:30～17:00 動画視聴可

約20年にわたる幅広い臨床経験から脳生
理学に基づく独自観点のリハビリテーシ
ョンアプローチを展開。そのクライアント
は脳血管障害から精神科、子どもまで多
岐にわたる

中鶴 真人

JCCAマスタートレーナー/A級講師
作業療法士
療育アドバイザー

広島 骨格

鹿児島 感覚（脳）

仙台 筋肉

10:00～13:00

10:30～12:30

石塚 利光

岩﨑 由純
JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会
　　　　　　強化スタッフ

アスレティックトレーナーの仕
事を日本に広めたパイオニア。
NECレッドロケッツで選手をサ
ポートしてきた経験から、簡便
性・安全性・再現性の高いコア
コンディショニングを開発、中
でもベーシックセブンは５万人
以上の指導者が学ぶスタンダ
ードメソッドとなる。
現在は、心身両面からセルフケ
アの重要性を広めるため、年間
２５０本の講演を全国で行っ
ている。

JCCA副会長
ATC
JATO理事

アスレティックトレーナーとし
て専門知識と技術を活かし、
コアコンディショニングのさ
らなる発展のため、研究と実
践を続けている。
　東京大学女子バレーボー
ル部のアスレティックトレー
ナーとしても選手のサポート
を行なっている。

動画視聴可

骨格から紐解くコアコンディショニング
多くの人にとって、当たり前のように行
われる“立って歩く”という日々の動作。
その当たり前のヒトとしての基本機能
を取り戻し、いつまでも維持していける
ようしたのが、コアコンディショニング
です。
では、なぜ、その当たり前を取り戻すコ
アコンディショニングが、今日、必要と
されているのか？
なぜなら、現代生活の中で姿勢や動作
は偏ったり、歪んだりしがちだからで
す。その姿勢や動作の偏りは、痛みや
不調として出現する前に骨格の変化と
して現れます。だから、痛みや不調の予
防や再発予防として、骨格の変化を的
確に捉え、本来あるべき骨格のポジ
ションを取り戻していくコンディショニ
ングに取り組む必要があります。
このセミナーでは、コアコンディショニ
ングの原点ともいうべき骨格へのアプ
ローチのポイントを押さえ、効果的なア
ライメント改善方法をお伝えします。

10:30～12:30

石塚 利光

岩﨑 由純
JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会
　　　　　　強化スタッフ

アスレティックトレーナーの仕
事を日本に広めたパイオニア。
NECレッドロケッツで選手をサ
ポートしてきた経験から、簡便
性・安全性・再現性の高いコア
コンディショニングを開発、中
でもベーシックセブンは５万人
以上の指導者が学ぶスタンダ
ードメソッドとなる。
現在は、心身両面からセルフケ
アの重要性を広めるため、年間
２５０本の講演を全国で行っ
ている。

動画視聴可

感覚（脳）から紐解くコアコンディショニング
骨格が理想的な位置で、筋肉も十分に働いて
いても身体の感覚がズレていれば、思い通り
に身体をコントロールして動かすことができ
ずに、痛みや不調、故障の原因となりえま
す。本来は、全身のセンサーから各身体位置
や動きの情報を集約させ随時修正を行いな
がら、実際の自分の体と「頭の中にある身
体」にズレが無いように調整されているべき
です。しかし、座りすぎや運動不足、安全で
快適な生活環境の中で、身体のセンサーの
働きの低下、情報を集約する脳機能の低下、
即時的な修正能力の低下により、身体の感
覚のズレが起こってしまいます。
歩き始めたばかりの赤ちゃんは、ふらふらと
不安定で、何度も転びながら、思い通りに歩
けたり、身体をコントロールする能力を身に
つけていきます。すでに、安定した歩行能力
を身につけた大人も、安全で不安定な状況を
経験して、身体を思い通りにコントロールす
ることを再学習することで、身体感覚が適正
化されていきます。このセミナーでは、感覚
の適正化を行うアプローチをお伝えします。飯田 覚士

JCCAスーパーバイザー
（一社）日本視覚能力
トレーニング協会　代表理事
飯田覚士ボクシング塾
ボックスファイ　会長
（一社）先端医科学
スポーツアカデミー　評議員

ボクシング引退後、ビジョン
トレーニングと体幹トレー
ニングを融合させたプログ
ラムを開発。2004年から東
京中野区にジムを開設して
子供たちの直接指導をスタ
ート。現在に至る。

13:30～15:00
医師に「運動しなさい！」と言わ
れたクライアントへの向き合い方

糖尿病や腰痛、高血圧など医師から「運動しなさい！」と言われたクラ
イアントに対してどのように運動処方をするのが効果的でしょうか？
また同時にクライアントが運動嫌いである場合にはどのようにアプロ
ーチするといいのでしょうか？
このセミナーではトップアスリートから運動嫌いのクライアントまで幅
広く指導してきた講師の経験と技術をお伝えしていきます。コアコンデ
ィショニングはもちろんのこと、基本的な有酸素運動や筋力トレーニ
ングをどのように組み込むのかなどのポイントをお伝えしていきます。
今回は基礎編ということで理論や運動プログラム構築の考え方をベー
スにして中野トレーナーオリジナルの沢山のアイデアを紹介します。
マネしてみよう！一部だけ参考にしてみよう！そんな軽い気持ちでもご
参加可能です。効果的な運動処方を学びましょう。

動画視聴可 15:30～17:00
ひめトレ
プロフェッショナルセミナー
～骨盤底筋を１２０％活性化させる～～基礎編～

骨盤底筋解剖を再学習し、最新の情報にアップデー
トしましょう。ひめトレプロフェッショナルとしてクラ
イアントに合わせ、様々なメニューが組めるよう、ひ
めトレの基本のムーブメントから、ほぐし、ストレッ
チ、アクティブなフローまで多数紹介します。ひめト
レが十分活用できていない方、骨盤底筋の知識を増
やしたい方はぜひご参加ください。90分のひめトレ
ワールドをたっぷりお楽しみください。

15:30～17:00 動画視聴可

日本では数少ないメンタルとフィジカル
の両面を指導できるトレーナー。
「理論的かつ結果を出すトレーナー」とし
て、多くのクライアントから絶大な支持を
得ている。

中野ジェームズ修一

（社）フィジカルトレーナー協会代表理事
（株）スポーツモチベーション最高技術責任者

10:30～12:30

石塚 利光

岩﨑 由純
JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会
　　　　　　強化スタッフ

アスレティックトレーナーの仕
事を日本に広めたパイオニア。
NECレッドロケッツで選手をサ
ポートしてきた経験から、簡便
性・安全性・再現性の高いコア
コンディショニングを開発、中
でもベーシックセブンは５万人
以上の指導者が学ぶスタンダ
ードメソッドとなる。
現在は、心身両面からセルフケ
アの重要性を広めるため、年間
２５０本の講演を全国で行っ
ている。

コラボセミナー動画視聴可

筋肉から紐解くコアコンディショニング
コアリラクゼーションやその他の方法
で、アライメントの改善を行ったとし
ても、筋肉の不均衡を取り戻さなけ
れば、再び、骨格の歪みを引き起こ
し、痛みや不調の原因となります。”筋
肉の不均衡”とは、『インナーに対して
のアウター』、『身体の前側に対して
後側』、『右側に対して左側』の筋肉
に、”強い”や”使われにくい”、または、”
硬くなりやすり”などの不均衡が起こ
るということです。
その筋肉の不均衡を改善することに
より、立位や歩行時の良好な姿勢の
獲得と維持が可能となり、効率的な
動作獲得のための神経系の働きを最
適化させます。このセミナーでは、筋
肉の不均衡が骨格に及ぼす影響につ
いての考え方を整理し、コアを中心と
した筋肉へのアプローチをお伝えし
ます。

15:30～17:00
医師に「運動しなさい！」と言わ
れたクライアントへの向き合い方

糖尿病や腰痛、高血圧など医師から「運動しなさい！」と言われたクラ
イアントに対してどのように運動処方をするのが効果的でしょうか？
また同時にクライアントが運動嫌いである場合にはどのようにアプロ
ーチするといいのでしょうか？
このセミナーではトップアスリートから運動嫌いのクライアントまで幅
広く指導してきた講師の経験と技術をお伝えしていきます。
コアコンディショニングはもちろんのこと、基本的な有酸素運動や筋
力トレーニングをどのように組み込むのかなどのポイントをお伝えして
いきます。
今回は実践編ということで理論や運動プログラム構築の考え方をベー
スにしながら実技を交えてお伝えしていきます。様々なクライアントに
実践していただける内容をお伝えします。

動画視聴可

～実践編～

日本では数少ないメンタルとフィジカル
の両面を指導できるトレーナー。
「理論的かつ結果を出すトレーナー」とし
て、多くのクライアントから絶大な支持を
得ている。

中野ジェームズ修一

（社）フィジカルトレーナー協会代表理事
（株）スポーツモチベーション最高技術責任者

・JCCAスーパーバイザー
・早稲田大学スポーツ科学部
                                非常勤講師
・日本Ｇボール協会理事

女性のボディケア、特に「骨盤底
筋」をライフワークとし、東大医
学科との合同研究やパナソニッ
ク社ジョーバＥＸ開発に携わり、
骨盤底筋フィットネスのフロント
ランナー。

岡橋 優子

高橋 亜紀

ひめトレ教育トレーナー
シナプソロジー
　アドバンス教育トレーナー
ピラティススタジオPreMare
（プレマーレ）代表

ヘアゴムを利用した「LoopExercise®」、
介護予防運動「からだほどき®」を考案。
生きることは動くこと。レッスンや養成業
務を通して、いつまでも動けるからだ作
りを提案。

JCCAマスタートレーナー／Ａ級講師
ひめトレディレクター

谷 春代

日本女子体育大学卒、民間や地方行政
などで健康指導者として多くの方に寄
与し、JCCAの講師として多くの指導者
を育成。健康づくり支援チーム「快体
心咲」の代表を務め介護予防事業を
受託しシニアの健康にも寄与している

JCCA の定義する『コア』の定義には大きく 3つの意味が含まれています。『筋
肉』『骨格』『感覚（脳）』です。
これらを発育発達のプロセスを基に再学習し、姿勢や動きを良くしていくエ
クササイズがコアコンディショニングです。
今回はこのコアコンディショニングを岩﨑会長と石塚ディレクターのお２人
が『筋肉』『骨格』『感覚（脳）』の 3つに分けて紐解いていきます。

広島を拠点に活動。指導歴
20年、のべ10万人にコン
ディショニングサポートを
行う。
また、JCCAの運営委員長と
してコアコンのコンテンツ
作りに関わる。
解剖学・メカニズムを分か
りやすく紐解く解説には定
評がある。

JCCA運営委員長
マスタートレーナー/A級講師
株式会社クリエクト 代表取締役
コンディショニングスタジオ
　　　　　　　コア×コア代表

竹原 亮紀

14:00～17:00

JCCAマスタートレーナー/A級講師
健康運動指導士

森島 達

コアフォーストレーニング
～アスリートのためのコア強化トレーニング～
ベースの筋力を高めることを目的とした、トレー
ニングパッケージ「コアフォースファイブ」の安
全かつ効果的な指導方法を学びます。動きと呼
吸を連動させていることが特徴で、障害予防や
パフォーマンスアップが期待できます。
アスリートをはじめ、スポーツ愛好家、ジュニ
アアスリートに指導をされている方にもおすす
めです。

20年に及ぶ競泳経験を背景に、トレーナ
ーとして活動中。その豊富な経験と知識
を活かし考案された「超実践型　骨盤バ
ランスエクササイズ」は悩みを持つ女性
や高齢者から支持されている。改善効果
がすぐ実感できると大好評である。

※ベーシックセブン受講済みの方 ※ベーシックセブン受講済みの方

JCCA副会長
ATC
JATO理事

アスレティックトレーナーとし
て専門知識と技術を活かし、
コアコンディショニングのさ
らなる発展のため、研究と実
践を続けている。
　東京大学女子バレーボー
ル部のアスレティックトレー
ナーとしても選手のサポート
を行なっている。

JCCA副会長
ATC
JATO理事

アスレティックトレーナーとし
て専門知識と技術を活かし、
コアコンディショニングのさ
らなる発展のため、研究と実
践を続けている。
　東京大学女子バレーボー
ル部のアスレティックトレー
ナーとしても選手のサポート
を行なっている。


