
議事録20150816 
 
18:30~ ヒルトン３８０１ 
日野・伊藤・藤井・鈴木・片岡・永井・黒田・山田・岡田・横木 
 
【報告】 
 
MT）8/1カリキュラムの問題点・改善案について。新宿ルノアールにて。９名参加。 
メ）8/10電話応対スタッフスタート。特に永田ゆかりさんには沢山アドバイス頂きました。 
MT）8/11ほとんど視力のない方がIR講座に申込。高橋・藤井にて面談。 

・テキストが読めないのはどうするか？ 
→ワード・もしくはテキストフィアルで特別に事前にお送り。 
　自宅の音声読み上げ機にて予習をしておいていただく 
・テストはどうするか？ 
→筆記のみ特別に口述で。万一合格点に満たない場合は後日再試験とする。 
　（他の方のようにその場でお勉強ができないため） 
という事で、テキストを手配。ちなみに講座当日も最寄駅までは送り迎えが必要。 

メ）関西支部より　別紙参照 
メ）楽天・アマゾンでは、まだ本が売れていて部門1位になっている 
メ）11月の講演会 

（片岡）プロモーションに関して野田さんとやり取り 
 
【承認】 
 
横木さんより今月の請求書 
 
【確認・審議事項】 
 
前回より） 

ベーシック講座、報告の簡略化 
矯正認定、証明書・パスが必要か？ 
スペシャリスト研修ツアーのセッティング 

メ） 
同意書の取得を徹底させる：何度かメールで流す 

 
MT）カリキュラムの問題点・改善案について 
 

IRが体操ネタを増やす機会が限られている（IR講座だけでは足りない。PT講座では

自習となる） 
BA講座を「指導者向け」としてしまうと、参加人数が限られる 
BA講座を受けた一般の方向けの、次のステップがない 
ベーシック講座の体操のヴォリュームが多い 
→提案：テーマ別にヴァリエーション講座を設定しては（腰痛編、膝・股関節編、

肩こり・姿勢(アライメント)編、四十肩・バネ指編、首・頭痛・めまい編の6ヴァー

ジョンに分け、それぞれの量を減らす。一方で全部受ければパーソナルの体操ネタ

までは網羅できるようにしておく。） 



→チームを作って行う。永井さん企画の研修会はこれの走りとしての位置付け。 
 
BA受講者、IR受講者は誰がフォローするのか曖昧 
→提案：名簿管理を徹底し、メルマガを活用してフォロー。成田さんはココに専念

してもらう体制作り。そのため、他の業務を専任で行う事務員が必要では？ 
 
メ）旧制度の人の契約 

（鈴木）名簿の確認 
（川北）相違の指摘 
（伊藤）旧制度の人は保留にしては？ 
 

メ）会計月次報告 
（日野）どうすれば可能か？ 
（三嶌）業務簡略化の提案 
（日野）岡田さんを正式に社員として雇っては？ 
 

理）白井コーチとのコラボ講演会について 
タイトル 
 白井さんはメンタル背骨は身体の、コンディショニングという方向 
「メンタルと身体のコンディショニング（仮題）」 ：全体 
 日野さんのは「背骨コンディショニング出版記念・プレミアム公開レッスン

（仮）」 
 白井さんのは白井さんに確認 
プロモーション 
 出版記念講演会でチラシを配っては？ 
 スポーツ関係にプロモーション まずターゲットの施設をピックアップ 
 プロモーションハガキとポスターを作成 
 →詳しくは片岡さんと横木さんで決める 
参加料 
 3000円（税込）、中学生以下1500円（税込）、正会員2000円（税込） 
カイロ・紙袋：お土産として作成の方向で決定 
記念グッツ販売：Tシャツ・タオルを作成 
 

 
理）事務局の運営について 

伊藤さんに事務を全て担当してもらい、その会社を立ち上げてほしい 
鈴木さん関東IR取りまとめ・岡田さんに会計と事務のサポート 
プラス電話番一人必要 
給料は自分で決めてもらう 
だが、来年まではすぐに変えられないので、現状のシフトを組みながら行う 
ザッポスのコアヴァリューを参考に 
今は電話のシフトが足りない 
スタジオ貸し：来年の常駐までは鍵の受け渡しに注意が必要。鍵の又貸しはNG 
次は札幌オフィスが必要 
メール対応しかしていないインストラクターへの取次：有料にすべきでは 
→どこから、どのようにもらうのか？ 



 
 
理）水嶋章陽（みずしまあきひこ） 学校法人国際学園 理事長とのMT 
 
理）三重でのプレ実験 

参加者（日野・伊藤・藤井・鈴木・川北・佐々木圭・玉置・中上） 
VO2MAX・神経伝達速度の測定は必ずやってほしい 
 

ベーシック講座の窓口を一般の人向けにも分かりやすく 
具合の悪い人がたくさん来たので外したが、勘違いしない文章を掲載 
→山田くん作成のものを掲載して様子をみる 
 
 

【消息・その他】 
 
   



水嶋章陽（みずしまあきひこ） 学校法人国際学園 理事長とのMT 
 

受講者の方に、自分で治す意識を持ってほしい 
整骨院は骨折・脱臼の勉強をするが実際はそういうお客はいない：滅んでしまう

（？） 
スポーツトレーナー：日本の保険医療と他のものを組み合わせ資格を模索 
ドクターは保険医療しかできない 
柔道整復師は予防と治療両方ができる→チャンスがある 
実際の運用 
 学校で保健体育がある：そこに導入 
 看護師・柔道整復師・理学療法士に伝える 
 伊藤）授業の一コマを受け持つ形では？（講師として派遣） 
 →授業を取った人全員がライセンス取得と言うのは違うのでは？ 
 ・保健体育の授業でクラスをしておいて、ライセンスは短期集中講座で希望者に 
理学療法士はトレーニングに弱い（運動生理学の授業はない） 
講師料・資格を取る時はどうするか 
マルチで予防と治療の両方ができる店を作りたい 
整骨院の形態が変わるのではないか？ 
 藤井）卒業した時点で、すでに個別の指導ができる状態にしなくてはいけないので

は？ 
9月23日 九州で岸田さん交えて顔合わせ 
 →ここまでにアイディアをまとめる 
民間資格・公益資格・国家資格の中で公益財団の資格にできる可能性も。 
 →健康運動指導士なみの資格となる可能性も出てくる。 
教科書を作ることも可能。 
柔道整復師は安易に矯正を覚え、依存させる傾向にある。 
 山田）ゼミ制度はないのか？ 
 →10回コースなども可能。ただ、今はピンと来るものがなかったので入れていな

い。 
 
まずは授業内でクラス 
単発講座で養成コース 
 

 
関西支部報告 
 
現在 正会員 43名 (休会中3名) 
及び、8月23日にブラス8名が誕生予定。 
 
……[消息]…… 
新たに誕生したインストラクターを含め 
(現在インストラクター養成講座受講中の方々含む) 
関西インストラクターの士気も 非常に高まってきており、 
[背骨コンディショニング協会 関西支部主催]の[体験会]は、佐田リーダーを始めとして、定

番化。 
集客も安定し、新人インストラクターの 



[経験の場]としても 良い環境となってきてます。 
(各インストラクターの力量や サポートの仕方など、課題を抽出し、改善中) 
 
また、各インストラクターが主催する 
各地での [グループ体操]クラス、[体験会]、[ベーシック講座] や[インストラクター養成講座]
の開催も 
着実に 増えてきております。 
 
……………… 
……………… 
[SYMPO2016] 
＊＊＊ 
先月の 理事会への報告にも記載しましたが、来年 2016年は [大阪]での開催を企画致しま

す。 
 
8月20日(木)14:00～ 
佐田さん、大澤さん、川北で  
ヒルトン大阪 にて 
営業部 吉良さんと 2回目の打ち合わせ予定です。 
[内容]  
・料金の試算( 詳細含め 再計算) 
・演出プロデューサーの紹介(料金) 
 
・仮決定 次第  理事の皆様に ご連絡いたします。  宜しくお願いいたします。 
…………… 
 
＊開催日 : 2016年 8月6日(土) 
＊場所 : ヒルトン大阪 5F 桜の間(予定) 
 
～予定 (仮提案)スケジュール～ 
…………… 
・1部  : 9:30～10:45  
      [日野理事長講演、更新研修 、シンポジウム] 
    (インストラクター 正会員のみ) 
…………… 
・2部  : 11:00～12:15  
      [日野理事長講演、新 体操発表、スペシャル 大！体操教室] 
    (一般の方、インストラクターも指導者(サポート含む)として参加、ご家族)  
 …………… 
～場所 移動～  
…………… 
・3部  : 13:00～15:45 
     [各人の講演 スピーチ、シンポジウム、表彰、余興 、含む 立食パーティー] 
(一般の方、インストラクター 、ご家族) 
…………… 
と考えております。 



～最大の 特長～は 
生演奏をバックに 
日野理事長による [プレミアムレッスン(体操教室)]！！ 
一流ホテルで、ゴージャスに  
壮大な 
～300人(試算 目標)で 足まわし！～ 
(仮 案) 
その後、 
まるで、アカデミー賞の授賞式のような 
ゴージャスな [アワード] … 
 
 
………………… 
………………… 
背骨コンディショニング協会 関西支部 主催 体操教室[体験会]  
 
～[消息]～ 
佐田リーダーをはじめ、各インストラクターが団結し、また、新しく卒業されたインストラ

クターの方々も 担当講師や サポートで入ってくださったり、各地で体験会を開催したり

と、[実践]の場が 着実に増えております。 
 
～開催 実績 報告～ 
…………………… 
  ・7月24日(金)10:30～11:45  
場所 : 大阪市立総合生涯学習センター 
担当 :山中 
サポート : 濱野、志戸、福原、山下 
参加人数 : 7名 
 
 
・7月25日(土) 10:00～11:00 
場所 : 大阪市立青少年センター 
担当 : 江上 
参加人数 : 7名 
 
 
・7月30日(木)13:30～14:45 
場所 : 大阪市立総合生涯学習センター 
担当 :川北 
サポート : 江上、 山田、藤丸、梅本、中上、尾張、大澤 
参加人数 : 14名 
 
 
・8月6日 (木) 10:15～11:30   
場所 : 大阪市立総合生涯学習センター 
担当 :味谷 



サポート :  
参加人数 : 2名 
 
 
・8月10日(月)10:15～11:30  
場所 : 大阪市立総合生涯学習センター 
担当 :山下 ・安光 
サポート : 尾張、江上、善野 
参加人数 : 4名 
 
………………… 
～開催予定 ～HP連載済～ 
………………………… 
・8月18日(火)13:30～14:45  
会場:大阪市 梅田 
 
・8月22日(土) 10:00～11:00 
会場:大阪市 東淀川区 
 
・8月22日(土) 10:30～11:15 
会場 : 岡山市民会館 
 
・8月24日(月)19:00～20:15  
会場:大阪市 梅田 
 
 ・9月1日(月)13:00～14:15 
会場:大阪市 梅田 
   
 ・9月8日(火)10:00～11:15 
  会場:大阪市 梅田   
   
・9月14日(月)13:00～14:15 
会場:大阪市 梅田   
   
・9月22日(火)13:00～14:15 
会場:大阪市 梅田 
   
 ・10月1日(月)18:00～19:15 
会場:大阪市 梅田 
 
 
 
………[関西 インストラクター 人数データ]……… 
[消息] 
Googleのメーリングリスト、 
LINE を 活用し、 



コミュニケーションの円滑化に努力中です。 
 
……… 
＊正会員 : 9名 
・佐田 朋子 ・山中 恵子 ・玉置 潤子・関 貴子・竹田 薫・福原美江 ・山内由美子・喜田真

弓・川北淳士 
……… 
＊新インストラクター( 2014年9月28日 インストラクター講座終了)   :  7名 
・大澤・宮田・森下・味谷・上山・前畑・西村(名古屋) 
……… 
＊新インストラクター(2015年3月15日 インストラクター講座終了)   : 7名 
・更井・大松・濱野・貴志・江上・里・志戸 
…… 
＊新インストラクター(2015年 5月24日 
インストラクター講座終了) : 14名 
・山田 ・須山・中上・安光・桑村・吉田・山下・善野・後藤・梅本・尾張・藤丸・奈佐・

酒井 
……… 
＊新インストラクター(2015年 6月23日 
インストラクター養成講座終了) :6名 
・北野 千秋 ・江島あすか・岸上智子・大園留美・永井知子・金子淑子 
………… 
合計  43名 
 
……… 
……… 
＊休会 : 3名 
・西井裕紀子(2015.4月より休会) 
・中本絵理 (2015.4月より休会) 
・大庭よう子(2014.4月より休会) 
………… 
 
 
 
 
……各 講座………… 
[消息] 
各 講座の開催回数 及び 
各 講座への[再受講]のインストラクターが 着実に 増えてきました… 
 
 
 ……開催 実績]…… 
……………………………… 
 
………… 
[パーソナルトレーナー養成講座 関西] 



～開催中～ 
協会 主催 
日時 : 
6月13日(土)9:30～16:30 1日目 
7月11日(土)9:30～16:30 2日目 
8月08日(土)9:30～16:30 3日目 
9月05日(土)13:30～16:30 試験 
場所 : 芦屋市民センター 
担当 :伊藤昌浩 
参加人数 : 11名 (再受講 3名含む) 
 
 
………… 
[インストラクター養成講座 関西] 
～開催中～ 
認定講師 玉置 主催 
日時 : 
7月19日(日)9:30～17:30 
8月9日(日)9:30～17:30 
8月16日(日) 9:30～12:30(試験) 
場所 :企業組合ライフサポート3階 (天満橋) 
担当 :玉置潤子 
参加人数 : 6名(再受講 3名含む) 
 
………… 
[インストラクター養成講座 関西] 
～開催中～ 
認定講師 川北 主催 
日時 : 
7月26日(日) 9:00～17:00 
8月9日  (日) 9:00～17:00 
8月23日(日) 9:30～11:30(試験) 
場所 :芦屋市民センター  
担当 :川北淳士 
参加人数 : 13名(再受講 4名含む) 
 
………… 
[ベーシック講座 関西] 
認定講師  里 主催 
日時 :7月26日(日) 13:30～16:30 
場所:愉の里（ゆのさと）兵庫県川西市東多田2109 
担当 : 里 昭範 
参加人数 : 3名 (再受講  0名) 
 
 
 



……[開催 計画]……… 
……………………… 
 
……… 
[矯正認定会 関西] 
日時  :  9月5日(土)  13:00～13:30 
場所  : 芦屋市民センター 
ジャッジ : 伊藤理事 
   
日時  : 9月25日(金) 14:00～14:30 
場所 :芦屋 MAINBAR 
ジャッジ : 日野理事長  
………… 
・認定会受講料 :3240円 
 
 
………… 
[ベーシック講座  岡山] 
認定講師  竹田 主催 
日時 :8月22日(土) 13:30～16:30 
場所:岡山市民会館 
担当: 竹田 薫 
 
………… 
[ベーシック講座 関西] 
認定講師  里 主催 
日時 :8月23日(日) 13:30～16:30 
場所:愉の里（ゆのさと）兵庫県川西市東多田2109 
担当 : 里 昭範 
 
………… 
[ベーシック講座 関西] 
認定講師 川北 主催 
日時 : 8月23日(日)13:00～16:00 
場所 : 芦屋市民センター 
担当 : 川北淳士 
 
………… 
[ベーシック講座 名古屋] 
認定講師  西村 主催 
日時 : 9月12日(土) 13:15～16:15 
場所 : 東別院会館 2F 一菊 
担当 : 西村 国将 
 
………… 
[インストラクター養成講座 関西] 



認定講師 川北 主催 
日時 : 
9月13日(日) 9:00～17:00 
9月27日(日) 9:00～17:00 
10月4日(日) 9:30～11:30(試験) 
場所 :芦屋市民センター  
担当 :川北淳士 
　 
………… 
[ベーシック講座 名古屋] 
認定講師  江上 主催 
日時 : 9月22日(火) 13:30～16:30 
場所 : 大阪市立市民交流センター 
ひがしよどがわ 
担当 : 江上 俊行 
 
………… 
[ベーシック講座 関西] 
認定講師  関 主催 
日時 : 9月27日(日)9:30～12:30 
場所 : 服部ビル3階 大阪市都島区善源寺町1549 
担当  : 関 貴子 
 
………… 
[ベーシック講座 関西] 
認定講師  里 主催 
日時 :9月27日(日) 13:30～16:30 
場所:愉の里（ゆのさと）兵庫県川西市東多田2109 
担当 : 里 昭範 
 
………… 
[パーソナルトレーナー養成講座 関西] 
協会 主催 
日時 :  
11月14日(土) 9:30～16:30 1日目 
12月12日(土) 9:30～16:30 2日目 
2016年 
1月16日(土) 9:30～16:30 3日目 
2月13日(土)  13:30～16:30  試験 
場所 : 芦屋市民センター 
担当 : 伊藤昌浩 
(満員 御礼) 
 


