
背骨コンディショニング指導者の皆さま 
 
いつも背骨コンディショニングの普及に 
お力添えありがとうございます。 
 
協会からの大切なお知らせです 
ぜひ最後までお読みください 
 
今回のお知らせは以下の通りです。 
詳細は下に順をおって記載しております。 
 
１、日野理事長からのメッセージ 
２、ヴァリエーション講座について 
３、協会ホームページについて 
３、新しいセミナーについて 
５、情報提供依頼 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１、日野理事長から協会員の皆さんへメッセージ 
 
 
会員専用ページに掲載されています。 
ぜひお読みください 
 
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5
%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%
AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1 
 
 
+++++++++++++++++++++ 
２、ヴァリエーション講座について 
 
来年度より、 
ヴァリエーション講座の価格を改定します。 
 
受講をお考えの方は 
今年度中の受講をお勧めいたします。 
 
また、来年度より 
ヴァリエーション講座の講師になるための 
マスター講座も開講します。 
講師になるためには、 
該当のヴァリエーション講座を 
今年度中に受講する事が必須となります。 
講師になりたい方も、 
今年度中に受講をお願いいたします。 

http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1


 
詳細は長くなりますので、 
文末に添付します 
 
 
 
+++++++++++++++++++++ 
++++++++++++ 
３、協会ホームページについて 
 
協会ホームページのうち 
背骨コンディショニングと 
皆さんのレッスンやセッションを 
一般の方に知って頂く 
お客様向け用。 
 
情報量が 
ホームページサーバーの容量をオーバーしました。 
 
これも、ひとえに 
皆さんが活発に精力的に 
背骨コンディショニングの普及に 
取り組んで下さっているお陰と 
心より感謝いたします。 
 
ただ残念なことに 
より多くの数の情報を掲載するため 
一件の開催会場の情報量を絞る事が必要となりました。 
 
一部の方から頂戴していた 
会場の画像は掲載が難しく 
やむなく削ることを余儀なくされました。 
 
お詫びすると同時に 
今後ますますの活動を 
お願い申し上げます。 
 
なお 
掲載する情報は、 
今後も見直す可能性がございます。 
 
より多くの内容を 
インターネットで発信なさりたい方は 
ご自身のホームページのご準備を 
お願いいたします。 
 
 
 



++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++ 
 
４、新しいセミナーのご案内 
 
検査、レクチャーの説得力倍増セミナーが 
新設されました。 
 
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 
新しいメソッド 
背骨コンディショニング 
リピート率が大変高い 
プログラムです。 
 
それは 
背骨コンディショニングによる効果を 
その場で感じとれるからに 
他なりません。 
 
ROM運動による体感で効果を感じること 
と 
検査・レクチャーによる説明による納得感 
この二つの相乗効果により、 
参加者の継続意識が高まります 
 
この検査・レクチャーで「仕掛け」を上手に作れば、 
参加者のリピート率を上げることができるのです。 
 
検査・レクチャー説得力倍増セミナーでは 
この検査・レクチャーで話すネタを増やし、 
より説得力を上げる検査とレクチャーと体操の組み合わせを学び 
練習会で実践経験を増やします 
 
グループ体操やパーソナルセッションでの 
検査・レクチャーが苦手な方。 
集客で悩んでいる方 
ぜひご参加ください。 
 
11月6日（日）　　9時45分より12時45分　大阪 
11月12日（土）　10時より13時　　　　　札幌 
12月28日（金）　16時より19時　　　　　山梨 
にて開催します 
お申込みはホームページからお願いいたします。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 



 
５、情報提供のお願い 
前回もお願いしました通り 
 
・沖縄に関して 
・武道館に関して 
情報をご提供ください！ 
 
沖縄で指導者になりたい、 
背骨コンディショニングに興味がある方 
ぜひご紹介ください！ 
11月23日（水）に 
腰痛解決講座が開かれます 
全国津々浦々、背骨コンディショニングが広まるよう 
力とコネクション力を結集お願いいたします。 
 
また、来年のシンポ開催の地（予定） 
武道館に関する情報もお待ちしています 
シンポを支援したいという団体様にお知り合いがいるかた 
武道館の運営にお力添えをくださる企業・団体にお知り合いがいる方 
どんな情報でも良いので協会までお寄せください 
 
お待ちしております！！ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
背骨コンディショニング指導者の皆さま 
 
いつも背骨コンディショニングの普及に 
お力添えありがとうございます。 
 
協会からの大切なお知らせです 
ぜひ最後までお読みください 
 
今回のお知らせは以下の通りです。 
詳細は下に順をおって記載しております。 
 
１、日野理事長からのメッセージ 
２、ヴァリエーション講座について 
３、協会ホームページについて 
３、新しいセミナーについて 
５、情報提供依頼 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１、日野理事長から協会員の皆さんへメッセージ 



 
 
会員専用ページに掲載されています。 
ぜひお読みください 
 
http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5
%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%
AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1 
 
 
+++++++++++++++++++++ 
２、ヴァリエーション講座について 
 
来年度より、 
ヴァリエーション講座の価格を改定します。 
 
受講をお考えの方は 
今年度中の受講をお勧めいたします。 
 
また、来年度より 
ヴァリエーション講座の講師になるための 
マスター講座も開講します。 
講師になるためには、 
該当のヴァリエーション講座を 
今年度中に受講する事が必須となります。 
講師になりたい方も、 
今年度中に受講をお願いいたします。 
 
詳細は長くなりますので、 
文末に添付します 
 
 
 
+++++++++++++++++++++ 
++++++++++++ 
３、協会ホームページについて 
 
協会ホームページのうち 
背骨コンディショニングと 
皆さんのレッスンやセッションを 
一般の方に知って頂く 
お客様向け用。 
 
情報量が 
ホームページサーバーの容量をオーバーしました。 
 
これも、ひとえに 
皆さんが活発に精力的に 
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http://www.sebone-c.org/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%B0%82%E7%94%A8/%E6%97%A5%E9%87%8E%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/?logout=1


背骨コンディショニングの普及に 
取り組んで下さっているお陰と 
心より感謝いたします。 
 
ただ残念なことに 
より多くの数の情報を掲載するため 
一件の開催会場の情報量を絞る事が必要となりました。 
 
一部の方から頂戴していた 
会場の画像は掲載が難しく 
やむなく削ることを余儀なくされました。 
 
お詫びすると同時に 
今後ますますの活動を 
お願い申し上げます。 
 
なお 
掲載する情報は、 
今後も見直す可能性がございます。 
 
より多くの内容を 
インターネットで発信なさりたい方は 
ご自身のホームページのご準備を 
お願いいたします。 
 
 
 
++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++ 
 
４、新しいセミナーのご案内 
 
検査、レクチャーの説得力倍増セミナーが 
新設されました。 
 
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 
新しいメソッド 
背骨コンディショニング 
リピート率が大変高い 
プログラムです。 
 
それは 
背骨コンディショニングによる効果を 
その場で感じとれるからに 
他なりません。 
 
ROM運動による体感で効果を感じること 



と 
検査・レクチャーによる説明による納得感 
この二つの相乗効果により、 
参加者の継続意識が高まります 
 
この検査・レクチャーで「仕掛け」を上手に作れば、 
参加者のリピート率を上げることができるのです。 
 
検査・レクチャー説得力倍増セミナーでは 
この検査・レクチャーで話すネタを増やし、 
より説得力を上げる検査とレクチャーと体操の組み合わせを学び 
練習会で実践経験を増やします 
 
グループ体操やパーソナルセッションでの 
検査・レクチャーが苦手な方。 
集客で悩んでいる方 
ぜひご参加ください。 
 
11月6日（日）　　9時45分より12時45分　大阪 
11月12日（土）　10時より13時　　　　　札幌 
12月28日（金）　16時より19時　　　　　山梨 
にて開催します 
お申込みはホームページからお願いいたします。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５、情報提供のお願い 
前回もお願いしました通り 
 
・沖縄に関して 
・武道館に関して 
情報をご提供ください！ 
 
沖縄で指導者になりたい、 
背骨コンディショニングに興味がある方 
ぜひご紹介ください！ 
11月23日（水）に 
腰痛解決講座が開かれます 
全国津々浦々、背骨コンディショニングが広まるよう 
力とコネクション力を結集お願いいたします。 
 
また、来年のシンポ開催の地（予定） 
武道館に関する情報もお待ちしています 
シンポを支援したいという団体様にお知り合いがいるかた 
武道館の運営にお力添えをくださる企業・団体にお知り合いがいる方 
どんな情報でも良いので協会までお寄せください 



 
お待ちしております！！ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２、ヴァリエーション講座についての詳細情報 
ヴァリエーション講座の今後についてのお知らせ 
 
ご活躍中の背骨コンディショニングインストラクターの皆様へ 
 
昨年度より全国で開催して参りましたヴァリエーション講座についてお知らせがございます。 
 
１：2017年度より料金・テキストの改定 
２：マスター講座への参加要件 
３：今後の開催日程 
 
１：2017年度より料金・テキストの改定 
 
現状、1講座4,320円にて計7種類を実施しておりますが、 
2017年度より、大幅に価格を値上げする予定です。 
各症状を改善へ導く運動処方、症状の原因と解釈、のみならず 
症状に関連する解剖学や機能解剖学など、 
本来は３時間では収まらないほど濃く専門的な内容を詰め込んでいます。 
インストラクター講座の時間単価5,000円、 
パーソナル講座の時間単価10,000円と比べ 
一般の方の参加を想定しているとしても、 
時間単価1,440円では価格と内容が見合っていないと判断いたしました。 
価格はまだ調整中ですが、近々お知らせいたします。 
 
まだ講座へ参加されていない方は、 
ぜひ値上げ前の現在のうちにご参加ください。 
＊現状の金額で受講できるのは、各地区あと１回程度となっております。 
（地区によっては開催終了している場合もあります） 
 
２：マスター講座への参加要件 
 
以前よりお知らせしております通り、 
来年度はパーソナルトレーナーの資格をお持ちの皆様に開催していただけるよう、 
「マスター講座」（ヴァリエーション講座の講師となるための講座） 
開講の準備を進めております。 
マスター講座は７講座それぞれで開催され、 
ヴァリエーション講座の前後１時間ずつ、講師向けの講座をプラスする形で 
講座の進め方やポイント、事務手続きに関してお伝えして資格を発行いたします。 
 
来年度、第１回目の受講要件は 
・パーソナルトレーナーのディプロマを発行して資格が有効である事 
・受講するマスター講座のヴァリエーション講座を、先に一度受講している事 



 
つまり、例えば「膝痛編」を開催する講師になりたい場合、 
パーソナルの資格を取得している事に加え、 
一度「膝痛編」に受講生として参加し、その後もう一度 
マスター講座付の「膝痛編」を再受講する必要がある、という事です。 
 
現在パーソナルの認定を受けてディプロマを発行されている方々と、 
現在開催中または募集中のパーソナル講座に参加し、認定を受けられる方は 
来年開催予定のマスター講座へ参加する事ができます。 
 
また、現在までに一度もヴァリエーション講座を受講されていない方は、 
現在募集中、もしくは現在開催予定の講座に事前に参加する事が 
マスター講座参加への要件となります。 
 
マスター講座の開催日程は未定ですが、来年春より順次開催予定です。 
 
３：今後の開催日程 
 
今後の講座開催予定はこちら 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LPBQEtY9qaz3iZshZZbuQzK--NsI78KRzeew_O 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
お知らせは以上です。 
ご質問やご不明な点は協会までお問合せくださいませ。 
 
一般社団法人　背骨コンディショニング協会 
事務局　鈴木眞理子 
kouza@sebone-c.org 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LPBQEtY9qaz3iZshZZbuQzK--NsI78KRzeew_OIwYI0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LPBQEtY9qaz3iZshZZbuQzK--NsI78KRzeew_OIwYI0/edit?usp=sharing

