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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

三カ所にて初開催！

各種単位申請中各種単位申請中 ・健康運動指導士
・健康運動実践指導者
・日本Gボール協会（9/9尾陰由美子さんのセミナーのみ）

・ＪＡＦＡ更新単位
・ＪＡＴＩ継続単位

金沢フェスタ

松山フェスタ

久留米フェスタ

【日程】2018 年 6月17日（日）
【会場】
金沢市ものづくり会館
【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:65
※申込開始は4月22日から

【日程】2018 年 7月29日（日）
【会場】
松山中央公園 坊ちゃんスタジアム

【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:66
※申込開始は6月3日から

【日程】2018 年 9月9日（日）
【会場】
久留米シティプラザ
【申込URL】
https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:67
※申込開始は7月15日から

久留米フェスタ

参加費（税込）
フェスタオリジナルセミナー

資格更新のための認定単位について

→全てのセミナーで単位申請中

→9/9尾陰由美子さんのセミナーで単位申請中

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ボール協会更新単位

 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

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。

6/17 7/29 9/9

三カ所にて初開催！
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金沢フェスタ 6/17（日） 久留米フェスタ 9/9（日）

松山フェスタ 7/29（日）

6/17（日）
フェスタオリジナルセミナープログラム
10:30～12:30 13:30～15:00

10:00～13:00 14:00～17:00

9:30～
　10:00

受
　
　
付

JCCAマスタートレーナー／A級講師
柔道整復師、柔道整復師専科教員
元気になる接骨院　院長
コア・コンディショニング柔道教室　代表

JCCAマスタートレーナー／Ａ級講師
ビジョンクリエイション協会(VCA）
心理ファシリテーター

谷 春代

畠山 太輔 いろは体操コアキッズ体操

健康体づくりへのアプローチ
体幹バランストレーニング

～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～

～まっすぐ立つための土台作りの体操～
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。
尿漏れの予防、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を期
待できます。
動きやすいからだづくりを通じて目の前のシ
ニアの皆様を笑顔を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。

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。

カラダを動かせばココロが軽くなる
ココロを動かせばカラダが軽くなる
をテーマにキッズからシニア、一般人から
アスリートまで幅広くメンタルからの
トレーニング指導を行っている。

接骨院にて「姿勢改善と再発予防」に力を
注ぎ施術を行うかたわら、柔道教室やトレ
ーナー活動時にコアコンディショニングを
取り入れながら活動している。
コアコンディショニングは普遍的なメソッ
ド。
100年、200年経っても生命の営みが変わ
らないように、コアコンも100年200年メソ
ッドであると自負している。

石塚 利光

岩﨑 由純

「KOBA式体幹☆バランス」は「体幹」「体軸」という身体
の中心部分の筋肉や神経、つまりインナーマッスルを鍛える
ことで、「バランス感覚」も強化するトレーニング方法です
。
特にインナーマッスルからアウターマッスルへの連動には体
軸もそうですが、軸脚の安定性を司る固有受容器へのアプ
ローチも怪我予防などには欠かせないと思っております。
これらのトレーニングはスポーツ現場だけでなく様々な分野
で活用できます。特に今回は「健康」にフォーカスしてお伝
えしていきます。
トレーナーさんからインストラクターさん、治療家さんまで

木場 克己

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
　　　　　　元強化スタッフ

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。

ATC
JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー/
A級講師

JCCA海外渉外委員長とし
て世界にコアコンディシ
ョニングを普及。
アスレティックトレーナー
として東京大学女子バレ
ーボール部のコンディシ
ョニングを担当している。

一般社団法人
JAPAN体幹バランス指導者協会　代表
KOBA式体幹バランス協会　代表
（KOBA☆トレ　ライセンス制度）

コラボセミナー

久留米フェスタ 9/9（日）
10:30～12:30 13:30～15:00 15:30～17:00

14:00～17:00

コラボセミナー

骨盤アプローチの基礎知識 胸郭アプローチの基礎知識
骨盤と胸郭を理論的にひも解き、アプローチに
活かせるように理解を深めるセミナーです。骨盤
と胸郭をそれぞれ単独のセミナーにわけて開催
します。
■骨盤／胸郭・肩甲帯の機能解剖や動きのパターン
■骨盤／胸郭とインナーユニットの関係
■発育発達過程での骨盤／胸郭機能獲得
など、骨盤／胸郭にアプローチするうえで必ず
押さえておきたいポイントをお伝えします。 松山 裕

JCCAマスタートレーナー／
A級講師
理学療法士
NPO法人ぱーそなるケア　理事

整形外科中心の病院で、コアコンディ
ショニングの考えに基づき、急性期～慢
性期までのリハビリ治療を行っている。
さらに、地域での健康教室や部活動の
トレーナー活動など、幅広い世代に対し
ての指導実績を持つ。
JCCA認定講師としても活動しており、コ
アコンディショニングの普及のために
全国各地でセミナーを開催している。 

7/29（日）

10:00～11:30 11:45～13:15

ランナーのための
体幹トレーニング
～目的に合わせた
　　　体幹トレーニングの処方例～
陸上の長距離選手にどのようなイメージで体幹ト
レーニングを伝えていけば良いのか？全く興味の無
かった選手達を、徐々にコアトレに魅了させていく手
法を紹介します。また、チームに導入していくための
年間計画の立て方やポイントもお伝えします。

コアコン×ウェルネス
～健康のためのコアコンアプローチ～
健康な毎日を送るためにコアコン
を生活の一部に入れていただくこと
をお勧めします。
緊張しすぎたり力の入りすぎている
現代人。デスクワークなど同じ姿勢
でいることで身体が凝り固まってい
る現代人。
このセミナーでは運動前の準備運
動でも不定愁訴の改善でもなく、
人間本来の機能を取り戻し、免疫
力も高めるリラクゼーションとして
のコアコンの活用術をご紹介しま
す。
セルフで実施できる健康のための
コアコンディショニング。いつもの
コアコンとは一味違うセミナーで
す。

中野 ジェームズ修一

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

幅広い分野のリハビリテーションに作業
療法士として従事したのち、子供指導や療
育施設の訪問指導を行う。その場で変化
する指導方法には定評があり、全国で講
演活動を行っている。

コアリコンディショニングベーシック
～ストレッチポールと徒手介入の融合～
コアリコンディショニングベーシックセミナーでは、自力でストレッチポー
ルに乗れない方へのポールへの乗せ方と徒手介入によるコアコンディシ
ョニングを実施する「ベーシックファウンデーション」をお伝えします。
この方法によって入院時からストレッチポールをセラピーに導入し、早期
にセルフコンディショニングの意識を持っていただけるようになります。
また、新たな姿勢反応や正中感覚を再学習しやすくなるだけではなく、立
位や歩行に必要な基本的な身体の使い方を身につけることが可能となり
ます。　　

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。

https://goo.gl/YtNzEq

配信期間 9月21日（金）～10月1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 ￥5,400
会員・当日不参加 ￥16,200

非会員 ￥21,600

15:30～17:00

14:00～17:00

JCCAマスタートレーナー／B級講師
日本ヨーガ学会  准教授

川口 みどり

コアキッズ体操
～まっすぐ立つための土台作りの体操～
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。

愛媛県を中心に、学校や高齢者施設など
への姿勢改善などの講演活動、地域での
運動教室や講座、気さくで明るい人柄を活
かしベビーからシニアまでの年齢性別を問
わず沢山の幅広い世代の方々に向けた運
動指導を提供している。
現在、ジュニアアスリートの育成にも力を
入れている。

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 動画視聴可 動画視聴可 動画視聴可

10:00～13:00
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。

窪田 三思

JCCAマスタートレーナー/B級講師
日本ペップトーク普及協会
ファシリテーター
メンタルパワーパートナー協会認定メンタルコーチ
パーソナルレッスンスタジオ「studio34」にて姿勢改善、コア
コンディショニング、メンタルトレーニングのサポートを行っ
ている。
さらに地域の健康教室や部活動など幅広い世代への指導実
績を持つ。
そしてJCCA講演講師として姿勢やコアコンディショニングの
大切さを学校や企業向けに実技を交えながら伝えている。

15:30～17:00
“岡橋流”
ひめトレバリエーション３０
～感じて、動いて、納得できる！
　　　　動画配信をライブで体験～
JCCAから配信された“岡橋流”ひめトレ動画バリエー
ションをすべて体験！ひめトレセミナーを受講したけ
ど応用の仕方を知りたい、バリエーションを増やし
たい、女性クライアントのニーズにもっと応えたい、
そんな皆さんにピッタリの内容です。筋膜リリースか
らストレッチ、筋トレ、ダンスフローまで30種類を厳
選。“感じて、動いて、納得できる”ひめトレの魅力を
たっぷりと紹介します。

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
NPO法人スマイルボディネットワーク

代表

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。

鍼灸師　柔道整復師　健康運動指導士
日本体育協会アスレティックトレーナー

競泳の池江璃花子選手や日本郵政グル
ープ女子陸上部もKOBA式体幹バラン
ストレーニングに取り組んでいる。

岡橋 優子

15:30～17:00 動画視聴可

10:30～12:30 13:30～15:00

コアコン×スポーツ
～スポーツに合わせた運動処方～

コラボセミナー

スポーツの直前にリラックスさせすぎ
ることはあまり推奨できません。
リラックスすることで副交感神経優
位になり、筋出力が落ちパフォーマン
スが低くなるためです。
反対にリラックスしすぎないような
ベーシックセブンを実施するとアライ
メントが整い、怪我の予防につながり
ます。
では具体的にどのようなコアコンの
指導をスポーツ現場では実施すべき
なのでしょうか。
このセミナーではアメリカのスポーツ
現場でも指導していた２人の講師が、
スポーツにコアコンを導入するポイン
トをお伝えしていきます。
またスポーツ選手に特化したベーシッ
クセブンの指導方法や、コアコンの活
用法もお伝えします。

動画視聴可 動画視聴可 15:30～17:00
コアリコンディショニング
活用術
～末梢へのアプローチから
　　　　　肩・股関節を変えていく～
コアリコンディショニングの即時効果と有用性はベー
シックファウンデーションに留まりません。今回は手
掌や足底など末梢へのモビライゼーションで肩関節
や股関節へアプローチしていく方法を紹介します。ア
ナトミートレインや筋膜リリースをStretchpoleを用
いてどのようにアプローチしていくのか？体幹を活か
す末梢へのアプローチ方法をお伝えします。即時効
果を引き出したい方にオススメの内容です。

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

15:30～17:00 動画視聴可

オマタとアタマの機能的な使い方
～ひめトレの新しい切り口と
　　エクササイズを習得しましょう～

ひめトレという骨盤底筋に感覚入
力をするツールを使いこなせてい
ますか？ひめトレファイブのエクサ
サイズだけでもとっても効果的で
すが、さらに多様な使い方をご紹介
します。今回は、シナプソロジー®と
いう脳を活性化するプログラムを
コアスタビライゼーションやコアコ
ーディネーションの中に取り入れる
ことで、レッスンがさらにイキイキ
してきます。グループレッスンとして
のエクササイズ紹介もありますの
でお楽しみに。とかく地味になった
り、難しくしてしまいがちなコンデ
ィショニングのクラスを分かりやす
く心地よくしていくための指導の
方法も手に入れてください。スポー
ツタオルをご持参ください。

尾陰 由美子
JCCAマスタートレーナー／
A級講師、ひめトレディレクター
㈲アクトスペース企画
代表取締役
NPO法人いきいき・のびのび
健康づくり協会 会長

「指導者育成」をテーマ
に年間130本のセミナ
ーをこなす。2015年大
阪にからだの学舎Re-fit
をオープンさせ、楽しく
興味深いからだの学び
の場を展開中

中鶴 真人

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

JCCAマスタートレーナー／
Ａ級講師

（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

2014年から青山学院大学の駅
伝部のフィジカルトレーナーとし
て活躍。4連覇の礎にもなった独
自の体幹トレーニング方法、通称
「青トレ」の開発者でもある。

医療系国家資格保持者向け

金沢 スポーツ

久留米 ウェルネス

松山 フィットネス

金沢フェスタ

松山フェスタ

コアコン×フィットネス

フィットネスの現場では健康増進やダ
イエット、ボディメイク、不定愁訴の改
善など様々なニーズのクライアントが
います。
また日常的に運動を実施するクライ
アントも多いので、同じ運動の繰り返
しでは飽きてしまいます。
このセミナーでは様々なクライアント
のニーズに対応するために、ストレッ
チポールを使ったエクササイズのバリ
エーションと
ニーズに合わせたコアコンを処方する
ポイントをお伝えします。
同じエクササイズでも声かけの方法
やテンポ、リズムを変えることで驚く
ほど効果が変わります。
エクササイズの引き出しの数を増やし
たい方にオススメの内容です。

～現場で求められるバリエーション～

アスリート向けの
体幹バランストレーニング

私の主宰する「KOBA式体幹☆バランス」は「体幹」「体軸」とい
う身体の中心部分の筋肉や神経、つまりインナーマッスルを鍛え
ることで、「バランス感覚」も強化するトレーニング方法です。
特にインナーマッスルからアウターマッスルへの連動には体軸も
そうですが、軸脚の安定性を司る固有受容器へのアプローチも
怪我予防などには欠かせないと思っております。
育成年代から一般の方々、またトップアスリートまでさまざまな
ジャンルの方々に効果を生み出せる体幹バランストレーニングを
是非受けて自分の体で体感していただけたらと思います。
この講座ではアスリート現場で使えるトレーニング方法をお伝え
していきます。

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
　　　　　　元強化スタッフ

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。

ATC
JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー/
A級講師

JCCA海外渉外委員長とし
て世界にコアコンディシ
ョニングを普及。
アスレティックトレーナー
として東京大学女子バレ
ーボール部のコンディシ
ョニングを担当している。
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JCCA海外渉外委員長とし
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木場 克己
一般社団法人
JAPAN体幹バランス指導者協会　代表
KOBA式体幹バランス協会　代表
（KOBA☆トレ　ライセンス制度）

鍼灸師　柔道整復師　健康運動指導士
日本体育協会アスレティックトレーナー

競泳の池江璃花子選手や日本郵政グル
ープ女子陸上部もKOBA式体幹バラン
ストレーニングに取り組んでいる。


