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ＪＨＣＡ会報発行についてのご案内
第一回「特定非営利活動法人 日
本ホリスティックコンディショニング協
会」会報発行につきまして、たくさん
のお声を頂きまして、ありがとうご
ざいました。

ご希望の方は、右上のＱＲコードより、
メルマガ登録をお願いいたします！

★メルマガ会員募集！

配信情報と致しましては、当協会の
活動情報やイベント情報、会員様の
活動報告なども織り交ぜながら、配
信してまいります。

バックナンバーや観覧の際は、当協会
ホームページより、ご覧いただけます。

（
毎年十月、一月、四月、七月 を予定）
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さて、ＪＨＣＡ会報の発行に伴い、
当協会会員申込時にご登録頂いてお
りますメールアドレスへ、配信してまい
りますので、新規登録・変更などが
ございましたら、事務局までお知ら
せください。
また、会報の配信は ヶ月毎の年
回とさせて頂きます。
3

TOPICS

第一回 上級ホリスティッ
クコンディショニング認定
試験開催

ホリスティックコンディ
ショナー資 格 認定 者 が
この日 のために３年 以
上の指導経験 を積 んで、
２００８．９．２８全 国
から ＪＨＣＡに集 結 し
た。その結 果 は、如 何
。
に …
現 在 、厳選 な採点 を
行っておりますので、合
否 の発 表 につきまして
は、今 しばらくお待 ち
ください。試 験合 格 者
は、当 協 会 ホ ームペー
ジにて掲載致 します。
平成二十年度登録更
新講習会 ウォーキング
｢
コンディショニング 講
｣習
会参加申込受付開始

日本健康運動指導士
会 と日 本 ホリスティッ
クコンディショニング協
会 のコラボレーション講
習 会 『ウォーキングコン
ディショニング講 習 会 』
が、ついに『関 西 地 区 』
でスタート致 します。
詳 しくは、日本健 康運
動 指 導士 会ホームペー
ジにて！メイン講 師 は、
ＪＨＣＡ副理事長 岩間
徹です。（続 きは８ページ）

ＪＨＣＡメールマガジン
配信開始！

この度 、会員 の皆様
をはじめ、より多 くの
方 々へＪＨＣＡの技術 を
ご提供 し、運動 指導者
のスペシャリストを排出
するべく、各 種 セミナー
を含 む 各 種 情 報 提 供
を開始致します。

メルマガ配 信 をご希 望
の方 は、左記のＱＲコー
ドを携 帯電話の専用 ア
ぷロケーションにて読取
り、ご登 録 を お願 いい
たします。

フィジカルコンディショニ
ングアカデミー

期 間 限定 『リニューア
ルキャンペーン！』開 催
中！

キャンペーン期間 中 につ
き、先 着 ２０名 様 限 定
で「各お申 し込 みコース
料 金 から一 割 引 」にて
ご提供 させて頂きます。

２００８年 １０月 ３１日
の受付分 まで有効 とさ
せて頂 きます。

お申 し込 みは、ＪＨＣＡ
事 務 局 までお願 いいた
します。

膝にストレスを与えている他の関
は、有効な結果 を即行で出 さな
節を正常化 する関節アプローチ
くてはならない実践現場では、必
須のテクニックであり、みなさんの
がベストな方法であるかもしれま
せん。あるいは、悩 みを聞いてあげ お力添えをいただきながら日 々
ることが、痛 みから解放 させる最 発展を続 けています。このような
適な手段 となるかもしれないので アプローチを、スポーツ・
運動指導
やケア・
コンディショニングに活 かし
す。
ていただき、一人 でも多 くの方 々
が、最良のコンディションを達成 さ
れることを心 から願っております。
つまり、体軸 を崩 す根本的な原
因を見出して、その原因 を取り除
くことで、快適 に運動 やスポーツ
活動を楽しめるように、適切 な運
動プログラムを提供し、指導 を行
うことによって、コンディションを整
えてあげることが肝要なのです。

ホリスティック・
コンディショニング

矢野 雅知

理事長

理事長挨拶
は、正常な生体エネルギー循環の
私達、特定非営利活動法人日
本ホリスティックコンディショニング 基本 となる体軸の確保を重視 し、
協会はスポーツ指導の現場でアス この体軸を乱 すさまざまな要因
を解消し、最適なコンディショニン
リートから半健常者のケア・
コン
ディショニングまで、さまざまな要 グを達成 するものです。そのため
因に対応できる、人材の育成 を主 には、唯一絶対のアプローチが存
体 として活動しております。また、 在するのではなく、心理状態 やス
ピリチュアルな部分 も含め、ホリス
単に運動指導者の育成（
資格認
包括的 ）
な観点 から、そ
定）
機関ではなく「
運動指導者 と ティック（
して、自 らの身体機能を高 めてお の人にとって最適 と思われる手段
を用いて、対処 することが求 めら
り、実用性のみならず実践能力
れます。
が高いレベルで活躍 する実力のあ
る人材」
を育成 し、一人でも多 く
たとえば、膝関節痛の場合、人
の運動指導者を普及 させる事を
によっては、筋力 トレーニングやス
一つの目標 としております。
トレッチなどの神経 筋
- アプローチ
ホリスティックコンディショニング
が効果的であるかもしれないし、
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このあたりが運動 指導者 としてつ
きつめられれば、はじめに書 いた４
つプラス１の内 容に少 しずつ近 づい
ていけるような気 がします。

ホリスティックコンディショニングの
内 容は、パソコンのソフトのように、
皆 さんのサポ ートをいただきなが
ら、日 々発展 ・
バージョンアップして
おります。お客 様 との指 導の中 か
ら、お教 えいただくことが無 限 大
にあります。ぜひマインド・
ハートを
大事に、同調 （
シンクロ）
を大事に。

岩間 徹

副理事長

そこで、皆 さんの持っているパワーが
必要ですし、皆 さんの体軸 がしっか
りしていないと、クライアントも皆
さん自分 自身もよいコンディショニン
グは保 てません。今現在のコンディ
ショニングは、今現 在 に始まったこと
ではなく、過 去 からのいろいろな反
応 によって起 こっている可 能性 も忘
れてはなりません。
よってそう簡単 に自分 が思 い描いた
コンディションを短 期間 にお客様 に
感じてもらうのは難 しいかもしれま
せん。しかし、あきらめるのはまだ
早い。大事なことを忘 れてはなりま
せん。 それは、お客 様本 位でアプ
ローチすること。強 者 ・
弱者 を使い
分 けること。ともする と指 導者 は、
鼻高 々になりやすく、自分本 位で
指 導 してしまうことが多 くなりが
ちだと思 います。そこがお客様の感
覚 と一致 しなくなり、違 和感 を感
じさ せ、得 てしてクレームというこ
とにもなりかねません。
お客様本 位 というのが、まさに同
調（
シンクロ）ということの第一 歩で
はないでしょうか。常 に何 を考 え、
何を期待 し、何 を欲 しているのか、
皆 さん自 身 が目 では見 えないけれ
ど、感 じようとしな ければなにも
始 まりません。努 力 しすぎても過
剰になりすぎ。難 しいですけれど、
自然体でお客 様 に対応 しなければ
一体にはなれないかもしれません。
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『
シンクロ（
同調）なくしてよりよいコンディショニングはありえない』

ホリスティックコンディショニング
の つの柱 ①ＦＮＣ②ＦＪＣ③ＦＭ
Ｃ④ ＦＲＣそれ とも うひとつ、理
事 長 も挨 拶の中 で今 回 始 めて正
式に文章 として触 れられたスピリ
チュアル（ＦＳＣ）も、今後のホリス
ティックコンディショニングの考 え方
としては、必 要 となってくること
と思 いま す。いづれ にしても、人
間 の身 体 に反 応 する事 象 は、骨
格 や筋肉のみの反応だけではなく、
目 で物体 としてははっきりしたも
のとして捉 えられないけれど、メ
ンタル的な反 応・
脳の反 応・
エネル
ギー体の反応 なども必 ずある、い
やそち らの反 応 の割 合の方 が優
位かもしれません。運 動場面では
特に関与 してきます。
特 に、フィジカルコンディショナー
の皆 さんについては、運 動指導者
として必須 のエクササイズ・トレー
ニング指導 を行いながらも、いかに
クライアントのモチベーションを高
めていくか。いつも悩 みどころだと
思います。
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フィジカルコンディショナー

FC

『
資格認定のご案内』

ホリスティックコンディショナー

ＪＨＣＡ認定の
ホリスティックコンディショナーは
①単 に運動の指導 が行えるレベルでは
なく、基礎的 な身体の機能性を向上
するための柔軟性（
ストレッチング）
、
筋力持久力などの各個人 に最も適 し
た運動プログラミングを提供できる能
力を有していると 認 められます。
②基礎的な関節コンディショニングによっ
て、腰痛・
膝痛 ・
肩痛などへの有効なア
プローチを行 うことができると認めら
れます。
③人体の様 々な反射機能 を活用 して、
最適なコンディショニングを導 くことが
できると認 められます。
④運動現場の指導者 として、自 らの
身体機能を高 めており、実用性のみ
ならず実践能力 が高いレベルにあると
認められます。
以上のことから、ＪＨＣＡ公認ホリス
ティックコンディショナー資格 は、従来
のパーソナルトレーナーや、コンディショ
ニングトレーナーのもう一段階上の資
格 と位置づけています。

HCAD
上級ホリスティックコンディショナー

【【ＦＣ 】】
ベースとなる「
ストレッチ」
・「
ストレ
ングスエクササイズ」・
「
エアロビックエ
クササイズ」
などのアプローチを含
めたファンクショナル（
機能的 ・
特異
的アプローチ）
の基礎 テクニックを
修得し、クライアントへ指導 するこ
とができると本協会 が認 める資
格です。

【【ＨＣ 】】
ＦＮＣ機(能的神経 筋
- コンディショ
ニング の)テクニックにより、神経 筋機能への様々なアプローチに加
えベーシックなＦＪＣ（
機能的関節
コンディショニング）
の基本テクニッ
クにより、体軸の確保が可能 とな
り運動指導での「
正 しいフォームの
確保」とともに、二次的 に腰痛 ・
膝痛・
肩痛などへも対処できると
本協会が認 める、従来のパーソナ
ルトレーナーやコンディショニング
トレーナーのもう一段階上の資
格です。

【【ＨＣＡＤ 】】
ＦＮＣ機(能的神経 筋
- コンディショ
ニング か)らＦＪＣ（
機能的関節コン
ディショニング）やＦＭＣ（
機能的 メ
ンタルコンディショニング）
、あるいは
ＦＲＣ機(能的 リカバリーコンディ
ショニング な)どのアプローチにより、
正常な体軸確保を図ることがで
きるというレベルである。
腰痛、膝痛、肩痛などのケアコン
ディショニングへも対処できると本
協会が認 める、従来のパーソナル
トレーナーやコンディショニングト
レーナーの最上級の資格です。

Ｎｅｗｓ！【 第１回 上級ホリスティックコンディショニング 認定試験開催 】

ＨＣ資格取得から3年以上の指導経験を積んで«２００８.９.２８ » 全国から終結した猛者達の
試験結果は如何に…

現在、厳選な採点評価を行っておりますので、合否の発表につきましては、今しばらくお待
ちください。また、ＨＣＡＤ試験合格者は、当協会ホームページにてご紹介させて頂きます。

日本健康運動指導士会
日本ホリスティックコンディショニング協会のコラボレーション講習会開催
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ウォーキングコンディショニン
グの目的およびカリキュラムは、
歩き方の技術テクニックを教
えることではなく、あくまで
も人間 にとって基本動作 であ
る『
歩く』という運動動作 を
分析することにより、効果的
な身体反応（ダイナミックな
可動域・
バランスの良い動き、
ムーブメント）
を引 き出 すため
のコンディショニング方法です。
人間の身体の機能解剖学に
基づき、身体の筋バランス・
骨
格バランスと連動性（
キネマ
ティックチェーン）が、どのよう
に歩行動作 と関係 するか理
解していただき、簡単 なチェッ
クの方法によりストレッチング
や各種エクササイズでのコンディ
ショニングアプローチで、バラン
スをとることができるよう、カ
リキュラムを構成 しておりま
す。運動指導 をする上で、今
以上のウォーキングでの運動
効率を目指 す指導者 に、特 に
個別指導（
マンツーマン）として
のテクニックを修得 していただ
き、集団指導 にもお役立てい
ただくためのカリキュラムとなっ
ております。

岩間 徹

株式会社 プロジェクト・オン 代表取締役社長

ＮＰＯ法人日本健康運
動指導士会では、健康運
動指導士の指導力向上を
目的 とした「
ウォーキング
コンディショニング」
講習会
を開催いたします。
この講習会は、運動指
導の基本種目であるウォー
キングを、解剖学的見地
から「
歩行 」
を深 く掘り下
げ歩行動作をチェックでき
る目を養い、ウォーキング
による二次的障害を予防
し、運動指導の専門家 が
行うべきウォーキング指
導のスキル習得を目的と
しています。

ウォーキングコンディショニング講習会「兵庫会場」
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会 長
理事長

窪田
矢野

フィジカルコンディショナー認定校制度とは

特定非営利活動法人 日本ホリス
特にこれからの運動指導者 （イン
ストラクター、コンディショナー）
は、
ティックコンディショニング協会（
以
クライアントの要望 に対 し、数多 く
下 ＪＨＣＡ で)は、ＪＨＣＡ独自に審
査基準を加えたＪＨＣＡ認定校制
のアプローチ法 を取得 する必要 が
度を平成 年 月より募集いたし
あります。
ます。
ＪＨＣＡ Ｆ
-Ｃ認定校制度 は、ホリ
この内容は、運動指導者の養成 あ スティックコンディショニングの中でも、
機
るいはパーソナルトレーナー、コンディ アプローチの主体 となるＦＮＣ（
ショナーなどの運動指導者養成カ
能的神経 筋
のカ
- コンディショニング）
リキュラムを実施 している各教育機
リキュラムがメインとなり、そのカリ
キュラムを修了した方は、広く社会
関を対象 として、ＪＨＣＡが認定 を
で必要 とされる運動指導者 として、
付与するものです。
各方面で活躍されることとなるで
ＪＨＣＡが唱 えるホリスティックコ
しょう。
ンディショニングは、身体運動の本
質的な動きを鍛えるＦＮＣ（
機能
的神経 筋
- コンディショニング）アプロー
チ、関節 を正 しく機能 させるため
のＦＪＣ（
機能的関節コンディショニ
ング）
アプローチをベースとし、ＦＭ
Ｃ（
機能的 メンタルコンディショニン
グ）
、ＦＲＣ 機(能的 リカバリーコンディ
ショニング）も取り入れて、問題を引
き起こしている真の原因 を正しく
把握します。そして、一般・
高齢者
の運動効果を格段に高 め、アスリー
トのコンディションをベストな状態へ
導くために、さまざまな手技・テク
ニックを用いてアプローチしていきま
す。
20

登
雅知

ホリスティック（総合的・包括的）なコンディショニングをめざして
「力をいれづらい」「パワーが落ちる」「スムーズに体が動かない」「どこか動きがおかしい」…そうした
ことを訴える例が多い。これらの症状は「神経－筋機能」や「関節機能」の機能異常が存在します。
また、まったくの自覚症状はなくても、関節機能異常があって、知らずにパワーや可動性が落ちて
いるのは、ほぼすべての人にあることなのです。残念ながら、今までの運動指導ア プローチだけで
は十分な対処はできません。
人の自然な動作や、健康なからだを取り戻すため、スポーツパフォーマンスの向上のため、その
問題解決のために、神経筋を機能的に活性化するFNC理論に加え、機能的関節コンディショニン
グ、機能的メンタルコンディショニング、リカバリーコンディショニングの視座から運動・スポーツの現
場で個人個人に対応を可能とするのがホリスィック・コンディショニンです。
糖尿病など生活習慣病の増加、介護、医療保険の問題など環境の変化にともない、より指導者
に対する結果が求められています。またパーソナル・トレーナーのニーズも高まっています。これか
らはホリスティック（総合的・包括的）な見地から、機能異常をも含めて対処するアプローチが、運動
指導の現場には必須ものとなっていくでしょう。本書は、そうした現場のニーズにこたえる的確なテ
クニックと知識を網羅した、新しい時代の指導に役立つ一冊です。
①ホリスティックコンディショニングNo,1（書籍） ¥7,140.-（税込） 矢野雅知 著
②ホリスティックコンディショニングNo,2（書籍） ¥8,400.-（税込） 矢野雅知 著

発行/NPO法人日本ホリスティックコンディショ ニング協会

特定非営利活動法人

日本ホリスティックコンディショニング協会
Japan Holistic Conditioning Association
会報 No,001 2008年10月号 発行人：JHCA事務局長 林 栄次

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号 芝園オーシャン ビル7階
Tel 03-5730-6081

E-MAIL info@j-holistic.org

Fax03-5730-6082

URL http://www.j-holistic.org/
※掲載記事、写真、イラストの無断転載を 禁止しま す。

ＪＨＣＡ主催 各種講習会最新情報
❖資料請求も随時受付けております。
【東京開催】
❖ホリスティックコンディショニングアカデミー「Basicコース・Advanceコース」
『お申込時に、３リピート（受講期限６ヶ月間）、６リピート（受講期限１２ヶ月間）を
お選び頂けます。』
日程：毎週水曜、金曜日 午前の部①09：30~12：30、②14：00~17：00
※BasicコースとAdvanceコースの講座時間は、午前・午後を毎月入替え て開催し
ております。
講座：各コース、全16カリキュラム（1日2カリキュラム実施）

HC

【東京開催】
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Basic）
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Basic）
【福井開催】
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Basic）
【大阪開催】
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Basic）
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Basic）
【福岡開催】
❖ホリスティックコンディショニングセミナー（Advance）

①10/11(土)、②10/12(日)、③11/1(土)、④11/2(日)
①12/13(土)、②12/14(日)、③1/24(土)、④1/25(日)
①11/8(土)、②11/9(日)、③12/6(土)、④12/7(日)
①10/11(土)、②10/12(日)、③11/29(土)、④11/30(日)
①12/20(土)、②12/21(日)、③01/10(土)、④01/11(日)
①12/17(水)、②12/18(木)、③1/12(月)、④1/13(火)

【東京開催】 － New
New！－
！－ 『 2008
2008年
年10
10月
月31
31日迄
日迄 キャンペーン実施中！』
❖フィジカルコンディショニングアカデミー「基礎コース・実践コース」
『お申込時に、①単発
（受講期限当日限り）
『お申込時に、②３リピート（受講期限６ヶ月間）
『お申込時に、③６リピート（受講期限１２ヶ月間）をお選び頂けます。』
日程：毎週火曜、木曜日 午前の部①09：30~12：30、②14：00~17：00

FC

※基礎コースと実践コースの講座時間は、午前・午後を毎月入替えて開催しております。

講座：各コース、全16カリキュラム（1日2カリキュラム実施）
【東京開催】
❖フィジカルコンディショニングセミナー8日間コース
①11/22(土)、②11/23(日)、③12/20(土)、④12/21(日)、⑤1/17(土)、⑥1/18(日)、⑦2/28（土)、⑧3/01(日)
【広島開催】
❖フィジカルコンディショニングセミナー事前体験会 ①11/15 10：00-12：00 広島県立総合体育館
❖ケーススタディー講習会「腰編」
①11/15 13：30-16：30 広島県立総合体育館
❖フィジカルコンディショニングセミナー8日間コース
①12/20(土)、②12/21(日)、③1/17(土)、④1/18(日)、⑤2/14(土)、⑥2/15(日)、⑦3/21(土)、⑧3/22(日)
【福岡開催】
❖フィジカルコンディショニングセミナー8日間コース
①11/15(土)、②11/16(日)、③12/13(土)、④12/14(日)、⑤1/24(土)、⑥1/25(日)、⑦2/21(土)、⑧2/22(日)

CT

FM

SC

その他、セミナー・講習会も好評開催中です！

お得なキャンペーン情報

フィジカルコンディショニングアカデミー
期間限定『リニューアルキャンペーン！』今だけ!!
この度、ＪＨＣＡでは「フィジカルコンディショニングアカデミー」リニューアル（開催日時改定、カリキュ
ラムの改定、コース選択）に伴いキャンペーンを実施いたします。 そこで、今までにない「特別価
格」にて「限定20名様」へご提供させていただきます。

※通常料金から『10
※通常料金から『
10％割引』にてご提供いたします！
％割引』にてご提供いたします！
先着20
先着
20名様限り！！【
名様限り！！【2008
2008年
年10
10月
月31
31日の受付分まで有効】
日の受付分まで有効】

特別セミナー
超! 期間限定『スキルアップ講習会！』無料
無料!!
!!
2008年10月23日(木)

9：30～11：30 講師：岩間 徹

会場：ＪＨＣＡ

完全予約制（先着30名様限り）ご予約は、03-5730-6081
会員の方は、お友達（JHCA会員以外の方）と、ペアでお申込ください。
※定員になり次第、締切とさせて頂きます。

他団体主催セミナー・講習会情報
【東京開催】
■日本Ｇボール協会 ※詳細 http://www.g-ball.jp/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/personal.pdf
「パーソナルトレーナーのためのＧボールセミナー・基礎編」
日程：2008年10月18日(土)、11月29日(土)
講師：日本ホリスティックコンディショニング協会 副理事長 岩間 徹
「第21回Ｇボールインストラクター認定講習会（パーソナル指導編）」
日程：2008年10月20日(月)
講師：日本ホリスティックコンディショニング協会 山本 哲二
【大阪開催】
■フィットネスホットライン実行委員会主催 詳細： http://www.fitness-hot-line.com/
「ホリスティックダイエットコンディショニング」
日程：2008年11月13日(木)
講師：日本ホリスティックコンディショニング協会 副理事長 岩間 徹
■日本健康運動指導士会主催 詳細： http://www.jafias.net/H201114_walk-Conditioning.pdf
「ウォーキングコンディショニング講習会」
日程：2008年11月14日(金)、15日(土)、16日(日)
講師：日本ホリスティックコンディショニング協会 副理事長 岩間 徹

