
 
 

＜会場＞ 

地球市民交流センター（モリコロパーク内） 
 
所在地：長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1 

【車の場合】 駐車場あり（普通車500円/日） 

【電車の場合】リニモ『愛・地球博記念公園駅』下車すぐ 

【バスの場合】名鉄バス『愛・地球博記念公園駅』下車すぐ 

 

日程：２０１１年１０月２日（日） 

会場：地球市民交流センター（モリコロパーク内） 

【協賛】 

携帯電話からは簡単便利な 

QRコードをご利用ください。 

HP>>> http://www.nagoyaff.com/ 

Blog>>> http://nagoyafitness.blog24.fc2.com/ 

詳しくは、 

参加無料！！美と健康のための人気セミナー（一部有料） 

人気講師、カリスマインストラクター多数参加 

人気情報誌「KELLy」「ami」とのコラボ企画（参加特典）あり 

その他、健康をサポートする情報・イベントが盛りだくさん！  

参加者全員に素敵なプレゼントあり！ 

健康と笑顔を広める名古屋フィットネスフェスタ（N.F.F）。 

運動を通じて、健康に、そして、元気になれる。 

みなさんにハッピーをお届けするイベントがN.F.Fです。 

参加者の皆様全員にプレゼントあり！ 

東海地区を代表する講師陣の講座多数！ 

ご友人とお誘いあわせの上、ぜひご参加ください！ 

Message 

あなたの“やりたい”がきっとみつかる 

>>> ACCESS <<< 

>>> TIME TABLE <<< 

名古屋市内から車で約30分と アクセス便利！ 駐車場約1800台完備 

【特別協力】 フリーマガジン 日本ダイエット健康協会 

>>> 料金について<<< 

1DAYパス（7,000円） 

4000円（指導者向け） 

2000円（一般向け） 

全ての講座・レッスンが受け放題（C-2.は除く）で 

断然お得です！ 

B-1.   B-2.   B-3.   B-4.    
D-1.   D-3.   D-4 
E-1.   E-2.   E-3.   E-4. 

A-1.   A-2.   A-3. 
C-1.   C-3.   C-4.   D-2. 

＊C-2.はピンクリボン活動への寄付金を参加費とする

ため、一律1000円です。 

＊無料講座（F-○.）は参加費は一切かかりません。 
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申込不要 無料健康講座＆体験

株式会社 明治 



>>> 一般向け有料講座 <<< 
＜料金＞ 

1講座：2000円  （C-2．は除く） 

1DAYパス：7000円（好きな講座を受け放題で断然お得！） 

※1DAYパスでは、指導者向けセミナーも受講可能です 

>>> 指導者向けセミナー <<< 

エアロビクス・ZUMBA 

>>> ワークショップ <<< 
>>> 無料健康講座＆体験（1講座30分） <<<   ※申込不要 

① 誰でもできるヨガ ・・・ yoga studio S-Style インストラクター 関菜津子 

一社のスタジオでヨガ、パーソナルトレーニングを指導。体が硬い人でも、普段運動していない人でも大丈夫。ヨガマットも

必要ないですよ。まずは体験して体も心もほぐしていきましょう！ 

 

② これだけ知ったら体がカ・ル・イ！ ・・・ 整形外科・スポーツＤｒ． 高柳富士丸 

知ってるようで 知らないことの多い 自分の身体あなたのだけの特徴や秘密がわかると 不思議？ 

こんなにカラダが楽に動きます さあどうですか？ 

 

③ 健康体操＆ポールウオーキング ・・・ 名古屋フィジカルフィットネスセンター所長 長谷川弘道 

東海地区の市町村からの講演依頼も多く、現在ラジオにも出演中。膝や腰に負担を掛けない、二本のポールで歩くポール

ウオーキング。日常生活で行える、簡単な貯筋体操も紹介します。 

 

④ 内側から綺麗になりましょ ～ピラティス～ ・・・ 鈴木 智香子 

日頃の運動ではなかなかシェイプアップできないと感じているあなた。身体の内側の筋肉を目覚めさせて引き締まったボ

ディ、軸のある身体目指して一緒にエクササイズをしませんか？今日は椅子に座った姿勢、立つ姿勢のlessonです。 

 

⑤ 楽しくかんたんリズム体操 ・・・ 尾張旭体育指導員 渡辺 幸江 

尾張旭・長久手を中心に活躍中のインストラクター。子供からお年寄りまで、誰でもできるリズム体操を行います。 

音楽に合わせて楽しく踊りましょう！！ 

 

⑥ フラを踊ろう（お土産付き） ・・・ フラダンスインストラクター YUKA 

愛知県内のスポーツクラブやサークルで活動中。 

簡単な振りで、フラダンスを楽しみましょう。 

先着２０名様に「シュシュ」のプレゼント付き！ 

 

⑦ いざっ！というときの対処方 ・・・ 生島 義人 

障害者運動指導・健康福祉講習・コンディショニングなど 

マルチなインストラクター、心も健康に楽しく生きるをテーマに 

役立つ情報。毎回好評の護身術も教えます。 

>>> キッズダンス・学生ダンス・フラダンス発表会 <<< 

A-1． 

10:30-11:30  

＜料金＞ 

1セミナー：4000円 

1DAYパス：7000円（好きな講座を受け放題で断然お得！） 

※1DAYパスでは、一般向け有料講座も受講可能です 
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16:15～16:45 

人気情報誌「KELLｙ」「ami」との 

連動企画あり 

>>> 申し込み方法 <<< >>> 各種単位申請について <<< 

大抽選会 
13:00～（15分程度） 

エアロビクスの基本動作を見直して見ましょう！ 綺麗な動きは身体への負担も尐なく効率よく動く

ことができます。 自分のゼロポジションをみつけ参加者を魅了する動きを身につけてみませんか？ 

今までの自分とは違う身体の使い方に必ず発見がありますよ。  

B-1． 『誰にも聞けなかった動きの攻略法 ～さらに大きく さらに美しく～』 

向井いくよ 

①RISE DANCE CLUB/キッズヒップホップダンス 

何よりもダンスが大好き！という子供達のチームです。 

笑顔と元気で頑張ります！ 
 

②フラダンス 

フラダンスインストラクターによる踊りです。 
 

③KAMITACHI/ヒップホップダンス（学生） 

ファンキーでクール！そしてドープなHiphop！ 

独特な雰囲気のダンスは見所たくさん！ 

④争郎/ブレイキン（学生） 

オリジナルスタイルのブレイクダンス！男たちの男臭い

ダンスをみてください！体張ってまする！ 

  

⑤Ｇｏｌｄ Ｓｔａｒｓ/チアダンス（キッズ） 

軽快な動きと、とびっきりのＢｉｇ-Ｓｍａｉｌｅで見て下さる

方々に元気をお届けできるよう、心を１つにして頑張り

ます！！宜しくお願い致します☆ 

 

12:00 Start 
（1時間程度） 

-30kgに成功したダイエット専門管理栄養士の夫と、身長170cmでヨガインストラクターの妻が

カロリーばかりに縛られない、ストレスフリーなダイエットをご提案します。「痩せる」より「引き

締めて綺麗に」を目指しましょう！ 

○「我慢」や「リバウンド」とはもうサヨナラ！目からうろこの最新ダイエット知識 

○ダイエットの“本当の目的”忘れていませんか？明確な目標設定が成功のカギ！ 

○3つのシーンに合わせた「綺麗に魅せる」ダイエットウォーキング！ 

C-1． ＜日本ダイエット健康協会公認講座＞ 
『ダイエットインストラクター夫妻による“頑張らない”ストレスフリーダイエット』 

岩田潤一郎、ヨガインストラクター愛子 

D-2．『冬に備えて知っておきたい！フレックスクッションを活用したむくみ撃退ストレッチ』                       高橋順彦、瀬戸麻由香 

冬に限らず、女性であれば気になるむくみ。見た目が太くなるだけでなく、可愛い細身のジーンズやブーツが履けず、おしゃれを楽しめなくなってしまいます。しかし、むくみは自分の筋肉を動かすことで改善す

ることが出来ます！話題のフィットネスツールである 『フレックスクッション』を活用した 効果的なストレッチを行い、 冷え＆むくみ知らずな体を手に入れましょう！  

 

○冷たい指先までぽかぽかに！血液循環を促すストレッチ  ○パンパンブーツがするりと入る、ふくらはぎほっそりストレッチ  ○下半身太りを予防！大きな筋肉を動かし代謝を高めよう  

C-3． 『オフィスでシェイプアップして愛されボディを手に入れる！』 

～気になるお腹、太もも、お尻、二の腕、簡単引き締め法～  亀谷なおみ、大岩俊貴 

気になりやすい体の各部位の簡単な引き締め方法をご案内。オフィス、自宅、通勤などの移

動時、など、場所を選ばずできる事がたくさんあります。その中から自分に合った方法を見つ

けて、理想の愛されボディを手に入れましょう。 

〇お腹、太もも、お尻、二の腕など気になる部位のシェイプアップ方法のご案内 

〇日常生活の中で隠されている引き締めるためのヒントの紹介 

〇姿勢・呼吸・意識などを変えるだけで違うことの紹介と体感 

ＺＵＭＢＡ  part1 

（今崎実千代＆鈴木智香子） 

＜料金＞ 

1講座：2000円 

1DAYパス：7000円 

（好きな講座を受け放題で断然お得！） 

●栄新薬株式会社より 

    化粧品やドリンクのプレゼント

あり 

A-2． 

14:00-15:30 

エアロマラソン 

（向井いくよ、高橋博子、山田香緒理）MC：フジハラカズヤ 

A-3． 

16:00-17:00 

ＺＵＭＢＡ  part2 

（今崎実千代＆鈴木智香子） 

東海地区の 

カリスマインストラクターが 

集結！ 

①ケータイから 

②パソコンから 

左のQRコードを読み取り、名古屋フィッ

トネスフェスタのホームページよりお申

込フォームにアクセスしてください。 

「名古屋フィットネスフェスタ」で検索、もしくは 

下記URLよりお申込フォームにアクセスしてください。

（http://nagoyaff.cart.fc2.com/） 

●フィットネスウエアーショップ 

 「オハナ」よりプレゼントあり 

C-4． 『“愛子”のアロマフットマッサージ』 

ヨガインストラクター愛子 

アロマの香りを使って心も体もリッラクスしましょう♪ 更に！冷えが気になる方必見のフット

マッサージと プチＹＯＧＡを“愛子”がご紹介します！  

○心も体もリラックス！アロマの香りを生活に取り入れてみましょう 

○手先足先の冷えとはサヨナラ！誰でもできるセルフフットマッサージ 

○内側からぽかぽかに！体を温める呼吸法とプチＹＯＧＡ   

運動の大切さや正しい理論や実践を、参加者に対して強制や押しつけ、結果だけを求めていませ

んか？ うんちくやマニュアルだけに固執するばかりに、教室がマンネリ化や冷たい雰囲気になって

いませんか？ それだけが大切ではないフジハラ流「参加者へのアプローチや話し方」「集団指導時

の考え方」を実践を交えてお伝えいたします。  

B-2． 『簡単♪お役立ち！中高年健康教室での雰囲気作り』 

フジハラカズヤ 

初級者をつかむことが、集客力アップにつながります。また集客力のないインストラクターはレッス

ンがなくなるこのご時世…。この時をきっかけに、クラブに支配されるインストラクターから クラブが

雇用したがるインストラクターへの転身をしよう！ 

B-3． 『初級者に必要なテクニックを身につけ、集客力アップにつなげよう』 

今崎実千代 

流れのあるコリオは気持ちいいだけでなく、体＆メンタルへストレスを与えることなく動くことができ

ます。 このWSでは、サンプルコリオを元に動きと動きのつなぎで、どういう動きを選択すればよい

かを、皆さんと一緒に考えていきます。 皆さんのご参加お待ちしております！ 

B-4． 『THE FLOW ～流れのあるコリオの作り方～』 

高橋博子 

今やフィットネスクラブ多数、プロ野球球団、サッカー日本代表、病院まで 幅広く取り入れられ、メ

ディアにも数多く取り上げられているフレックスクッション。 なぜこれほどまでに爆発的なヒットに

なったのか？そこには相撲のまた割りをヒントに開発された 骨盤、股関節に的確なアプローチが出

来る点にありました。 このセミナーで日頃行ってるストレッチやピラティスを フレックスクッションを用

いてより効果的に行うためのエッセンスをご案内します。  

 

○三角の形をしたクッションがもたらす絶大な効果のメカニズム  

○骨盤の適度な前傾きをサポートし、起始部と停止部を最大限ストレッチさせる活用方法  

○動きが難しいピラティスエクササイズでよりコアに効かすことが出来る活用方法 

D-1． 『フレックスクッションを活用したストレッチとピラティス』 

    ～骨盤調整のためのセルフコンディショニング～  高橋順彦、大岩俊貴 骨盤の前・後傾や円背に対するアプローチを筋肉だけではなく、 関節や呼吸・反射等と合わせてよ

り効果的な方法をご案内します。 
 

○骨盤の前・後傾と身体重心の関係   ○胸郭－呼吸の姿勢とのつながり 

○反射を使った機能低下予防法 

D-3． 『姿勢改善における包括的アプローチ』          野村聡 

現在アスリートのトレーニング・コンディショニング… スポーツ愛好家、部活動の学生の為の… ス

ポーツの現場において… 現場で実践しているスポーツパフォーマンス向上の動き作り… 走る、投げ

る、飛ぶなどの動作改善…  

○ケガをしにくく、投げる動きに対するパフォーマンスアップのための肩甲骨コンディショニング  

○走るスピード、ジャンプ力を向上させる、股関節コンディショニング  

○明日の現場から即活用出来、全ての動きに共通する体幹コンディショニング  

D-4． 『スポーツ選手の為のパフォーマンスアップコンディショニング』 

土屋優介、栗田素直 

「コア・体幹・軸・インナーマッスル・センター」いわゆる「コア」。 カラダを動かすことに興味があれば一度は聞くこのフレー

ズ。 でも、実際にはどういうコト！？ 実際にそれを体感することから始め、 「コア」に関して分かりやすくかみ砕いた内容

をお伝えします。その中で、 各スポーツに活かすためのトレーニング方法をご案内していきます。  

〇コア・体幹・軸が使えている時と使えていない時のチェック方法 

〇コア・体幹・軸を使うコアトレーニングの解説と実践 〇エアロビクス・ジョギング・ゴルフに活かすコアトレーニング方法  

E-2． 『コア・体幹・軸が「重要」と言われる所以はインナーマッスルを使うから！』 

～これであなたも膝・腰を痛めずエアロビクス・ジョギング・ゴルフを楽しめる♪～  

西口雄生 

痛みの中でもよく取り上げられる『膝痛』。 『膝痛』が起こる理由として下肢の筋力バランスが大きく

関与しています。 下肢の筋力バランスが改善されることで痛みは大幅に改善されていきます。 こ

のセミナーでは筋力バランスを整えるためのトレーニングをご紹介いたします。 

○『膝痛』が発生するメカニズムとは？ ○『膝痛』予防のためのトレーニング方法  

○これだけやればもう大丈夫！ひとりでも出来るセルフコンディショニング方法  

E-3． 『膝痛予防に欠かせないトレーニングアプローチ』 

田中俊介 
Ｏ脚やＸ脚で悩んでいる方をはじめ、足痩せをしたいのに上手くいかない、 という女性クライアント

の方は尐なくありません。 これらは全て原因に共通点があります。 この共通点をおさえた、芸能人、

モデルが美脚をキープするための エクササイズをご紹介します。   

○すぐできる、カンタンO脚チェック   ○歪みを整えるコンディショニング方法  

○明日から始める効果的な下半身トレーニングのご紹介  

E-4． 『芸能人、モデルも実践！美脚を作るための簡単エクササイズ』 

飯尾直尚、瀬戸麻由香 

骨盤の周りには35種類の筋肉が付いています。普段の歩き方や姿勢、座り方のクセなどで

骨盤はゆがみや ゆるみが出てきます。肩こりや腰痛、体のだるさ、ちょっとした尿漏れなどの

トラブルも骨盤から来ているかもしれません。今回は、小さなボールを使って骨盤周りを整え

ていきます。参加してくださった方には、ピンクリボン協賛のかわいいキャンディピンクのボー

ルをプレゼント。 

○弱くなりやすい骨盤底の筋肉を効果的にトレーニング 

○骨盤周りの筋肉を心地よくストレッチ 

○自宅で出来る小さなボールを使ったエクササイズの紹介  

C-2． ＜ピンクリボン活動普及講座 （プレゼント付き）＞ 

『女性のための美骨盤エクササイズ」 ”小さなボールで骨盤周りを美しく” 』 

岡橋優子 

※参加費はすべてピンクリボン 

活動への寄付金とするため、 

1DAYパス適用対象外です 

< 参加費1000円 > 

ピラティスの体の使い方が、理想のゴルフボディを作り上げる！プロゴルファーを始めピラティスを

取り入れているゴルフ愛好家も多い今、１人でも多くのトレーナーがゴルフ指導を可能にする為の

「スイング評価法」を教えます！ 評価の仕方が分かれば、ゴルフ指導も可能になる！ 

○ゴルフとピラティスの動作の特性     ○スイング評価法をもとに動作分析 

○ゴルファーに有効なピラティスエクササイズの実践  

E-1． 『ゴルフボディの作り方』 

亀谷なおみ、祖父江名保美  

各種資格のポイントが取得可能です。（現在申請中） 

資格別のポイント申請対象講座と取得可能単位数は以下の通りです。 

〇NSCA（1.0ポイント） 
E-2 
 

〇AFAA（1.0ポイント） 
B-3 

○NSCA （0.15ポイント） 

D-1、D-3、D-4、E-1、E-3、E-4 
  

〇JAFA（0.5ポイント） 

B-1、B-2、B-4 

ZUMBAとは・・・ 

ラテン系の音楽とダンスを融合して創作された 脂肪燃焼を目的としたパーティー形式のフィットネスプログラム。特

別なテクニックや経験は必要ありませんから、どなたでもご参加いただけます。（午前part1、午後part2） 


