
議事録20150916 9：00〜 新宿オフィス 
 
日野・伊藤・鈴木・藤井・横木・岡田三穂・岡田優 
 
【報告】 
 
メ）8/19 電話応対スタッフ外部からアルバイト採用を計画 
メ）8/24 Ken整体研究所 木戸健一郎様宛に、商標侵害の警告文送付（井上先生） 

8/27 「背骨コンディショニング」の記述は全て削除との連絡あり。 
MT) 8/26 エース保険担当者とMT（鈴木さん） 

手技の保険と体操の保険(個人ごとの施設賠責と傷害)二本立てで要望。 
どちらも引き受けの可能性はあるものの、正式回答待ち。 

イ）8/30 ロサンゼルスにて理事長による体験会 
11月研修会 700人規模の教会、日取り・場所は未定 

イ）9/1 ラスベガスにてベーシック講座・インストラクター講座開催（日野・伊藤） 
MT) 9/9 フォローアップ研修について　永井・黒田・藤井 

ヒルトンサポートで困らないようにする内容を企画。 
MT）9/11 カリキュラムMTスタート 
メ）弱視の方 

体操指導する時にはサポートの方をつけていただく、という条件付でライセンス発

行の旨、本人に連絡。 
メ）理事長のイベント 

9月27日新琴似子羊教会 
10月18日札幌羊ヶ丘教会 
11月8日函館中央教会→ベーシック講座絡みます 
12月12日(土)石狩中央教会→予定 

メ）9/13 岸田さんのお父様（岸田善惠）9/13 1:34 逝去。協会より香典と弔電送付。 
イ）9/15 税金対策セミナー（三嶌先生）一回増やして引き続き開催 
メ）白井さんコラボ講演会 

＜内容＞ 
　＊日野理事長による 
　　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　 
　　１４：００～１５：３０　（開場 １３：００） 
　＊日本ハムファイターズ 白井一幸コーチによる 
　　あらゆる人間の潜在能力を最大化させる目標達成術と 
　　体と心のコンディショニングスキル 
　　１６：００～１８：００　（開場 １５：３０） 
＜申し込みの内容・金額＞ 

*協会員　9月末まで 2000円（税込）　チケット送付なし 

10月～11/16締切まで 2500円（税込）　チケット送付なし 

*協会員の取りまとめ注文 

1枚2500円（税込）で購入可。（1枚3000円で販売して500円キック

バック） 

チケット送付　送料 360円　※一般のチケットのみ。締切10/31 

*一般　3000円・中学生以下1500円（税込）チケット送付　締切11/16 

 



ロゴの決定 

 

 

理） 

ベーシックブック3000冊増刷 

アドバンスDVD Vol.1 残り50切った 

TBSから取材依頼 

一般社団法人の登記が2年ごとに必要：今年10月で2年なので手続きする。 

電話応対 協会員から反応があった。 

 
【承認】 
 
横木さんより今月の請求書 
 
【確認・審議事項】 
 
メ）8/19 カリキュラム委員会作成の指示（日野） 

 体操ネタを網羅できる新講座6種類程度を新たに設定。まずは2講座を完成させる。 
● ベーシック講座（既存） 
● 腰痛・坐骨神経痛 
● 股関節 
● 膝 
● 肩こり・猫背・自律神経 
● 頭痛・めまい 
● ５０肩・手のトラブル 
● ペアストレッチ（インストラクター向け） 

 
メ）9/8 今後はオフィスに仕事を集約させてゆく。 

把握のため仕事依頼はinfoにcc入れる事。 
 

理） 
アドバンスDVDに変わるもの 

動画配信 
● コストが不明。やるなら完全に委託する形 
● 届けたい人に届かないのでは？ 

焼き増し 
● 可能か確認（藤井） 

新シリーズを作る 
● 新講座と連動させ、グッバイシリーズのようにシリーズを出す 



香典の取り扱い 
一親等以内 理事：1万、協会員：5000円 
本人 理事：3万円、協会員」：1万円 

税金対策セミナー 
今後、養成コースに税金対策の内容も組み込む事も検討 

9月23日 水島理事長と話し合いに向けて 
お金を払って別に受ける人を拾う形に持っていきたい 
IR・PTテキスト+スペシャリストの項目、目次を持って行く 
→岸田さんに伝える 
体験会の日取りを決めるところまで 
山口くん、古賀さんにも聞いてみる 

9月28日 第二弾本の発売　プロモーションについて 
9月1日 宝島社からの出版依頼について 

協会のブランド化に利用できるか？ 
→まだ早いのでは 
グッバイシリーズ、首から攻めればアチーブメントも納得？ 

アメリカ 
法律・同意書・資格など専門家が必要 

日野さんのプロモーション写真撮影 
11月講演会について 

プロモーション 
● フェイスブックでシェアしてもらう 
● 道新に広告、合わせて記事にしてもらえないか聞く 
● ベーシック講座受講者へメール配信 
● 背骨コンディショニングの受講者へ 

レクチャー用映像を作成 
招待客のリストアップ 

● 牧師さん北海道5教会、計10枚（日野さんから直接お渡し） 
● アチーブメントの札幌チーム（野田さんに問い合わせ） 

スポルテック2016出店依頼 →保留 
品質管理 

認定しっぱなしではなく、研修が必要では？ 
試験の再受講 →管理、幽霊部員などの問題 
スペシャリスト →カリキュラムを作りながら検討 
パーソナル 

筆記だけでも定期的に必要では？ 
ゆくゆくはボランティアのついでに受けてもらう 

ビジネスサポートの会社を立ち上げ 
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 ：希望者は鈴木さんが個人的に手配。 
同意書の取得を徹底させる：何度かメールで流す 
旧制度の人の契約 
会計月次報告 
事務局の運営について 



 
次回理事会 

10月27日（火）19：00〜 
11月24日（火）19：15〜 
12月8日（火）19：00〜 

 
【消息・その他】 
 
関西支部報告 
 
……[消息]…… 
新インストラクターを含め、 
関西インストラクターの士気も高まっており、各インストラクターが主催する 
 [グループ体操]クラス、[体験会]、[ベーシック講座] の開催は、関西以外(中国、四国、中部

地方など)の開催も増えて 
開催回数、開催インストラクターが 
着実に 増えてきております。 
 
……………… 
[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。(毎月 4回開催) 
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) 
……… 
 
……………… 
……………… 
[SYMPO2016 IN OSAKA] 
日時:  2016年  8月16日(土) ～仮決定～ 
場所 : ヒルトン大阪 5F 桜の間 
……… 
先日、 8月20日(木)14:00～ 
来年の[シンポジウム2016]の開催に向け 
ヒルトン大阪 営業部 吉良様 、 
及び、プロデュースを依頼する 
(株) Artist Colors 代表  有本様 
http://www.artistcolors.net/company.html 
佐田さん、大澤さん、川北とで 
打ち合わせをいたしました。 
 
さすがに[プロ]によるプロデュースですので お話(意見交換、情報共有)をしているだけで

も、かなり、しっかりした 内容の濃いシンポジウムに仕上がりそうな感じをうけ、非常に

ワクワクしております。 
既に、プロデューサーには 
[日野理事長のテレビ出演の画像]を見ていただました。 



また、9月22日の佐田リーダー担当の体験会にご参加いただき、 
シンポジウムのイメージを膨らませていただきます。 
 
尚、[プロデュース]に関して 
今後の[スケジュールの大枠]と 
費用の[見積もり]が 到着次第、 
理事の皆様に ご確認していだたきたいと思いますので 宜しくお願いいたします 
 
当日、参加者の皆様に お配りする(参加費に含まれる) [協会オリジナルバスタオル]の作成を 
検討中です。 
(会場のヒルトンの宴会場で そのバスタオルを使用していただき、そのまま [参加記念のプ

レミアムグッズ]として 
お持ち帰りいただく。別に販売も検討) 
 
 
～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(着替え含む)～ 
…………… 
・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 
[エルビス]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、関西以外の各地で体験会を開

催したりと、[実践]の場が 着実に増えております。 
(ホームページ掲載済み) 
 
………… 
………… 
…[関西 インストラクター 人数データ]……… 
[消息] 
Googleの[関西インストラクター メーリングリスト]に登録していただき、 
コミュニケーションの円滑化に努力中です。 
……… 
＊インストラクター : 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 
……… 
＊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 
・大澤雅子 ・森下なおみ ・味谷ゆか ・上山なつみ・前畑久子 ・西村国将(名古屋) ・宮田 
……… 
＊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 
・更井幸子 ・大松敬子 ・濱野央子 ・貴志こすみ ・江上俊行 ・ 里 昭範 ・志戸夏美 
…… 
＊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 
・山田育男 ・須山義宣 ・中上美代子 ・安光泰子 ・桑村貴太 ・吉田智彦 ・山下京子 ・善野

繁子 ・後藤あゆみ ・梅本由美子 ・尾張八千代 ・藤丸真由美 ・奈佐綾乃 ・酒井よしえ 
……… 
＊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 
 
………… 
………… 
＊新インストラクター(2015年8月16日 インストラクター養成講座終了) : 3名 
・山本初美・浦 紀子・野原 雅吉 
………… 
＊新インストラクター(2015年 8月23日 インストラクター養成講座終了 :8名 
・亀田主満子・鳥居真理・川谷恭子・原野真一・濱田周子・嶋 恵子・井藤典子・岸岡友美

子 
 
合計  54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] 
 
[ベーシック講座]の開催が 
中国、四国、中部地方と 多方面での開催が増え、開催インストラクター、開催回数が着実

に増えてきております… 
…… 
また、 
各 講座への[再受講]されるインストラクターが 非常に増えてきました。 
 
 
 ……開催 実績]…… 
……………………………… 
([ベーシック講座]は ホームページ掲載済み  ～多数の為 割愛致します。) 
 
………… 
[パーソナルトレーナー養成講座 関西] 
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) 
～合否通知待ち～ 
 
……………… 
 
[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 
参加人数: 4名 
～合否通知待ち～ 
 
 
 



……[開催 計画]……… 
………… 
[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 101室 
担当 :川北淳士 
　 
………… 
 [矯正認定会 関西] 
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  
参加予定人数 : 2名 
 
………… 
[チューンナップ研修 関西] 
関西支部  主催 
日時 : 10月4日(日) 13:00～16:00 
場所 : 芦屋市民センター101室 
担当 : 佐田  ・川北 
参加費 :3000円 
～新しいインストラクターも増えた為、今回は 関西支部主催の初のチューンナップ研修と

なりますので、統一に向けて形になりつつある[今後のチューンナップ研修]の内容、趣旨な

どをお伝えすると同時に 、主にベーシックの体操や筋トレ、バリエーションの体操の目的

とねらいをシェア、確認。 
その他 、クラスや 講座の開催について 
など…～ 
 
………… 
[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) 
 



 
…………以上 


