
2014年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
4.19 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 玉川　純子
4.2 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代、村上　智子、加福　明
4.19-6.29 機能改善ヨガ指導員養成講習会（CCNetショップ徳重多目的ス 橘　千鶴、井藤　久美子
4.19-6.29 機能改善ヨガ指導員養成講習会ドロップイン講座（CCNetショップ

徳重多目的スペース)
橘　千鶴、井藤　久美子

5.10-11 シナプソロジーインストラクター養成コース（堺市産業振興セン 石井　誠、玉川　純子、田村　美穂
5.10-
2015.3.29

シニアエクササイズ指導者養成講習会（Studio　five　‘f’） 尾陰　由美子、梅本　道代、橘　千
鶴、石井、誠、井藤　久美子、玉川
純子、田村　美穂、村上　智子

5.18 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代
5.24-6.22 機能改善ヨガ指導員養成講習会（KTVフィットネスクラブフレスコ

垂水）
橘　千鶴、石井、誠、井藤　久美子、
村上　智子

5.31-6.1 ひめトレインストラクター認定セミナー（堺市産業振興センター） 井藤　久美子、田村　美穂
6.1 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 石井　誠
6.7-8 シナプソロジーアドバンスＩＲ養成コース（Studio　five　‘f’） 玉川　純子、田村　美穂、綿谷　千
6.7-8 シナプソロジースキルアップセミナー（Studio　five　‘f’） 尾陰　由美子、玉川　純子、田村

美穂
6.8 機能改善体操セミナー（ＬＡ　ＬＬＡ栄） 梅本　道代、綿谷　千鶴
6.13 シナプソロジー普及員養成講座（ももたろうケアセンター） 玉川　純子、田村　美穂、綿谷　千
6.15 いきいき・のびのび健康フォーラムin長野（長野市生涯学習セン

ター）
いきいき・のびのび健康づくり協会
スタッフ

6.28-29 ひめトレインストラクター認定セミナー（岩手ふれあいランド） 尾陰　由美子
6.29 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代
7.5-6 ひめトレインストラクター認定セミナー（長野市生涯学習センター） 井藤　久美子、田村　美穂
7.6 機能改善体操セミナー（ブラボートレーニングセンター） 梅本　道代
7.13 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 玉川　純子
7.19-9.21 機能改善体操指導員養成講習会（ロイヤルスポーツクラブ２） 尾陰　由美子、梅本　道代
7.19-9.21 機能改善体操指導員養成講習会ドロップイン講座（ロイヤルス

ポーツクラブ２）
尾陰　由美子、梅本　道代

7.27 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代
8.9 シナプソロジー普及員養成講座（ロイヤルスポーツクラブ２） 尾陰　由美子、梅本　道代
8.24 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 田村　美穂
8.30-31 第4期講師養成セミナー 尾陰　由美子、石田　満奈美、郷間

加奈子（外部特別講師）
9.6-7 ひめトレインストラクター認定セミナー（コミュニティーリゾートリライ 田村　美穂
9.13-14 シナプソロジーインストラクター養成コース（ダイナミックスポーツ

医学研究所）
尾陰　由美子、久瀬　一義（外部講
師）

9.20-23 機能改善ヨガ指導員養成講習会（ウェーブストレッチスタジオ東北
沢店)

橘 千鶴

9.20-23 機能改善ヨガ指導員養成講習会ドロップイン講座（ウェーブスト
レッチスタジオ東北沢店)

橘 千鶴

9.23 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 玉川　純子
9.23 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代
10.11-12 シナプソロジーインストラクター養成コース（ロイヤルスポーツクラ 梅本　道代、田村　美穂
10.25-
12.21

機能改善体操指導員養成講習会（ブラボートレーニングセンター） 尾陰　由美子、梅本　道代

10.25-
12.21

機能改善体操指導員養成講習会ドロップイン講座（ブラボートレー
ニングセンター）

尾陰　由美子、梅本　道代

11.2-3 ひめトレインストラクター認定セミナー（堺市産業振興センター） 尾陰　由美子、井藤　久美子、田村
美穂

11.16 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 玉川　純子
11.22-23 シナプソロジーインストラクター養成コース（ながでんスイミングス

クール）
梅本　道代

11.29 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代、井藤　久美子、村上
智子

12.21 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 田村　美穂
2015.1.12 シナプソロジー普及員養成講座（からだの学舎Re-fit） 石井　誠
1.10-3.22 機能改善体操指導員養成講習会（からだの学舎Re-fit） 尾陰　由美子、梅本　道代、橘　千

鶴、玉川　純子



1.10-3.22 機能改善体操指導員養成講習会ドロップイン講座（からだの学舎
Re-fit）

尾陰　由美子、梅本　道代、橘　千
鶴、玉川　純子

1.17-18 シナプソロジーインストラクター養成コース（からだの学舎Re-fit） 梅本　道代、石井　誠
1.25 機能改善体操セミナー（からだの学舎Re-fit） 梅本　道代、橘　千鶴、玉川　純子
2.7-8 シナプソロジーアドバンスＩＲ養成コース（Studio　five　‘f’） 玉川　純子、田村　美穂
2.7-8 シナプソロジースキルアップセミナー（からだの学舎Re-fit、Studio

five　‘f’）
玉川　純子、田村　美穂

2.11 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 田村　美穂
2.15 機能改善体操セミナー（からだの学舎Re-fit） 梅本　道代、橘　千鶴
3.1 機能改善ヨガスキルアップセミナー（からだの学舎Re-fit） 橘　千鶴
3.8 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代、玉川　純子
3.8 シナプソロジー普及員養成講座（Studio　five　‘f’） 梅本　道代
3.14 協会設立10周年記念セミナー（森ノ宮医療学園専門学校） 尾陰　由美子Oliver Heintz（外部特

別講師）
3.22 機能改善ヨガセミナー（Studio　five　‘f’） 石井　誠、井藤　久美子、村上　智

子
2013年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
4.20-6.16 機能改善体操指導員養成講習会（堺市産業振興センター） 尾陰　由美子、梅本　道代

4.20-6.15
機能改善体操指導員養成講習会ドロップイン講座（堺市産業振興
センター）

尾陰　由美子、梅本　道代

6.8-9
シナプソロジーインストラクター養成コース（大阪リゾート＆スポー
ツ専門学校）

尾陰　由美子、梅本　道代

6.29 ベーシックセブンインストラクター（Studio　five　‘f’） 梅本　道代

7.6-8.4 機能改善ヨガ指導員養成講習（堺市産業振興センター）
橘　千鶴、井藤　久美子、石井　誠、
村上　智子

7.6-8.3 機能改善ヨガ指導員ドロップイン講座（堺市産業振興センター）
橘　千鶴、井藤　久美子、石井　誠、
村上　智子

8.2 感動のプレゼンテーションセミナー（ももたろうケアセンター） 尾陰　由美子、梅本　道代
8.3 とってもよくわかる！からだの使い方（ももたろうケアセンター） 尾陰　由美子、梅本　道代
8.4 水中機能改善体操１DAYセミナー（アクネス佐久平） 尾陰　由美子、梅本　道代
8.5 身体の機能・カラダの取扱書を学ぶ（ラヴィ・フィットネスコミュニ 尾陰　由美子、梅本　道代
8.18 シナプソロジー普及員養成講座（パンジョクラブイズ） 田村　美穂、玉川　純子

8.31-9.1 講師養成セミナー（スキージャム勝山）
尾陰　由美子、梅本　道代、石田
満奈美、橘　千鶴 、玉川　純子

9.26-29 機能改善ヨガ指導員養成講習会（ウェーブストレッチスタジオ東北 橘　千鶴
10.2 シナプソロジー普及員養成講座（ロイヤルスポーツクラブ２） 尾陰　由美子、梅本　道代
10.2 身体を機能的に導くためのプレゼンテーション（ロイヤルスポーツ 尾陰　由美子、梅本　道代

10.2
機能改善ヨガ～骨盤と脊柱を機能的に学ぶ～（ロイヤルスポーツ
クラブ２）

尾陰　由美子、梅本　道代

11.2 シナプソロジー普及員養成講座（野々市市交遊舎） 田村　美穂、綿谷　千鶴
11.2-3 ひめトレインストラクター認定セミナー（野々市市交遊舎） 井藤　久美子、田村　美穂
11.9-10 シナプソロジーインストラクター養成コース（SUN　Workout） 梅本　道代、田村　美穂

11.16-17
ひめトレインストラクター認定セミナー（KTVフィットネスクラブフレ
スコ垂水）

尾陰　由美子、井藤　久美子、田村
美穂

11.23 シナプソロジー普及員養成講座（エルスポーツ京都） 梅本　道代
12.14-15 シナプソロジーインストラクター養成コース（堺市産業振興セン 尾陰　由美子、田村　美穂、玉川
12.21-22 ひめトレインストラクター認定セミナー（堺市産業振興センター） 尾陰　由美子、井藤　久美子
2014.1.11 シナプソロジー普及員養成講座（石原スポーツクラブ） 梅本　道代、玉川　純子
1.12 機能改善体操セミナー（石原スポーツクラブ） 梅本　道代、玉川　純子

1.12-13
ひめトレインストラクター認定セミナー（宮崎サザンビューティー美
容専門学校）

尾陰　由美子

1.25-26 ひめトレインストラクター認定セミナー（堺市産業振興センター） 井藤　久美子、田村　美穂
2.8 機能改善体操セミナー（Studio　five　‘f’） 梅本　道代

2.15-16
シナプソロジーインストラクター養成コース（コミュニティリゾート　リ
ライム）

梅本　道代、大久保　成美

3.8-9
ひめトレインストラクター認定セミナー（石原スポーツクラブ内学童
保育ルーム）

井藤　久美子、田村　美穂

3.15-16 ひめトレインストラクター認定セミナー（産業振興センター刈谷） 川瀬　ひとみ、田村　美穂



2012年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
4.1 ベーシックセブンセミナー（KTVフィットネスクラブフレスコ垂水） 梅本　道代
4.8 機能改善ヨガスキルアップセミナー（KTVフィットネスクラブフレス

コ垂水）
尾陰　由美子

4.14 フレックスクッション・ストレッチ＆コンディショニング（Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｉｖｅ
‘ｆ’）

梅本　道代

4.28-29 シナプソロジーインストラクター養成コース（大阪Ｒ＆Ｓ専門学校） 尾陰　由美子
5.13 機能改善体操普及員講習会（ダイナミックスポーツ医学研究所） 池内　弘美
6.2 機能改善体操普及員講習会（スポーツクラブルネサンス宮崎） 尾陰　由美子
6.24 機能改善体操普及員講習会（KTVフィットネスクラブフレスコ） 梅本　道代、橘　千鶴

6.3-7.29 機能改善ヨガ指導員養成講習会（スポーツクラブルネサンス宮 尾陰　由美子、橘　千鶴
7.6 機能改善ヨガ１Dayセミナー（ももたろうクリニック） 尾陰　由美子
7.7 身体運動の解剖学Ⅰ（ももたろうクリニック） 尾陰　由美子、梅本　道代
7.8 身体運動の解剖学Ⅱ（ラヴィフィットネスコミュニティ） 尾陰　由美子、梅本　道代
7.9 機能改善体操普及員講習会（ラヴィフィットネスコミュニ 梅本　道代、林部　美代子
8.4-5 シナプソロジーインストラクター養成コース（大阪Ｒ＆Ｓ専門学校） 尾陰　由美子
8.5 機能改善体操普及員講習会（G’ｆｌｏｗ） 梅本　道代、池内　弘美
8.19 機能改善体操普及員講習会（ウェーブ・ストレッチ・スタジオ東北 梅本　道代、岡田　奈央
8.25- 機能改善ヨガ指導員養成講習会（ダイナミックスポーツ医学研究 橘、永岡、井藤、石井、村上
8.25-

10.13

機能改善ヨガ指導員養成講習会ドロップイン講座（ダイナミックス
ポーツ医学研究所）

橘、永岡、井藤、石井、村上

9.1 講師養成セミナー 尾陰　由美子、梅本　道代、玉川
純子

9.9 機能改善体操普及員講習会（Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｉｖｅ　‘ｆ’） 玉川　純子、村上　智子
9.13-16 機能改善ヨガ指導員養成講習会（ウェーブ・ストレッチ・スタジオ東

北沢店）
尾陰　由美子、橘　千鶴

9.22 フレックスクッション・ストレッチ＆コンディショニング（Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｉｖｅ
‘ｆ’）

梅本　道代

10.6-7 シナプソロジーインストラクター養成コース（石川総合スポーツセン
ター）

梅本　道代、綿谷　千鶴

10.13- 機能改善体操指導員養成講習会（ロイヤルスポーツクラブ２） 尾陰　由美子、梅本　道代

10.13～

12.1

機能改善体操指導員養成講習会ドロップイン講座（ロイヤルス
ポーツクラブ２）

尾陰　由美子、梅本　道代

10.21 機能改善体操体験セミナー～腰痛改善編～（パナシア） 村上　智子
11.11 機能改善体操普及員講習会（Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｉｖｅ　‘ｆ’） 玉川　純子、村上　智子
11.18 機能改善体操体験セミナー～膝痛・股関節痛改善編～（パナシ 井藤　久美子
12.16 機能改善体操体験セミナー～肩凝り・肩痛改善編～（パナシア） 玉川　純子
2013.2.2 シナプソロジーインストラクター養成コース（堺市産業振興セン 梅本　道代、田村　美穂
2.16-19 シナプソロジーインストラクター養成コース（TKP名古屋カンファレ

ンスセンター）

梅本　道代、田村　美穂

2.24 機能改善体操体験セミナー～膝痛・股関節痛改善編～（Ｓｔｕｄｉｏ
ｆｉｖｅ　‘ｆ’）

井藤　久美子

3.24 機能改善体操普及員講習会（Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｉｖｅ　‘ｆ’） 玉川　純子、村上　智子

2011年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
12/5、

19、26

心の機能改善NLPベーシックコース 石田　満奈美

1/16 機能改善体操C級講習会 梅本、池内
1/22、

23

2/5、6

機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本

1/22、

23

2/5、6

機能改善体操B級指導員ドロップイン講座 尾陰、梅本

2/13 ベーシックインストラクター（BIR）セミナー 梅本道代
4/10 機能改善体操C級講習会 橘、玉川



6/10 機能改善ヨガ1Ｄａｙセミナー 尾陰　由美子
6/11 機能改善体操Ｃ級講習会 梅本、大畑、林部
6/12 水中機能改善体操1Ｄａｙセミナー 尾陰　由美子
7/31 Ｓｏｕｌ　Ｃｏｒｅ　Ｓｔａｇｅ 野見山、山根、尾陰、梅本、坂

田、吉田

2010年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
2/28 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
2/7、21、
28

マナフラフットセラピー養成コース 酒井　恵

5/17-20 水中運動指導員養成コース 尾陰、梅本
5/17-19 水中運動指導員ドロップイン講座 尾陰、梅本
5/29、30
6/29、30

水中機能改善指導員養成講習会 尾陰、梅本

5/29、30
6/29、30

水中機能改善指導員ドロップイン講座 尾陰、梅本

6/20 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
7/4 機能改善ヨガ１Ｄａｙセミナー 尾陰　由美子
6/26 ベーシックインストラクター（BIR）セミナー 梅本　道代
7/24、25
8/7、8

機能改善ヨガ指導員養成コース 橘　千鶴

7/24、25
8/7、8

機能改善ヨガ指導員ドロップイン講座 橘　千鶴

9/4、5 アドバンスドトレーナー養成セミナー 梅本　道代
9/26 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
11/14 機能改善体操C級講習会 梅本、大畑
12/5 癒しのフラ公開ワークショップ Ｍａｎａ
12/12 機能改善体操スキルUP研修会 尾陰　由美子
12/26 機能改善ヨガスキルUP研修会 橘　千鶴

2009年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
1/17-2/5
毎週土・
日曜日

水中運動指導員養成講習会 尾陰、梅本

1/17、
18、31
2/1、7、
8、14、15

オープンカレッジ＆アクアキャンプ 尾陰、梅本、岩崎

2/28、
3/1、7、
8、14、15

コンディシィショニングエクササイズ習得研修 尾陰、梅本、石田

3/15 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
4/4、5、
18、19

機能改善ヨガ指導員養成コース 橘　千鶴

5/27-30 水中運動指導員養成コース 尾陰、梅本
5/31 水中運動指導員スキルUP研修会 尾陰、梅本
5/31 水中運動指導員養成コース１０周年記念パーティー 尾陰、梅本
6/13、
14、20、
21、27、

機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本

6/13、
14、20、
21、27、

機能改善体操B級ドロップイン講座 尾陰、梅本

7/31-8/3 機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本
9/13 機能改善体操スキルUP研修会 尾陰、梅本
10/12 機能改善体操C級講習会 梅本　道代



10/10、11
11/7、8
12/5、6

機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本

10/10、11
11/7、8
12/5、6

機能改善体操B級指導員ドロップイン講座 尾陰、梅本

11/7- グループインストラクター養成コース 尾陰、梅本
11/7-
3/28

グループインストラクター養成指導員ドロップイン講座 尾陰、梅本

2008年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
1/12、13、
19、20、
26、27

コンディシィショニング研修会 尾陰、梅本、石田

2/16、20、
23、27

機能改善体操＆ウォーキング指導者養成コース 尾陰、梅本

3/12、27 水中運動指導員スキルUP研修 尾陰、梅本
4/20-22 機能改善ヨガ指導員養成コース 尾陰、橘
5/18 アクアエクササイズスキルＵＰ研修会 尾陰、梅本
5/10 水中機能改善ヨガ１Ｄａｙ習得セミナー 尾陰、梅本
5/11 水中機能改善１Ｄａｙ講習会 尾陰、梅本
5/25 機能改善体操C級講習会 尾陰、梅本
7/27 2008年いきいき・のびのび健康フォーラム 尾陰、梅本、橘、石田
8/16、17、
30、31

ステップエクササイズ習得研修 尾陰　由美子

8/24 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
9/22-25 機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本
11/9 機能改善体操C級講習会 尾陰、梅本
12/7 機能改善体操C級講習会 梅本　道代

2007年度　講習会活動実績

月日 講習会名（場所） 講師
2/17 グライディングディスク４ｈ習得セミナー 尾陰　由美子
2/21・28/
3/7・14・28

機能改善体操＆ウォーキング指導者養成コース 尾陰、梅本

4/7、 8、
14、 15、
21、22、
28、29

いきいきヨガ・のびのびヨガ指導員養成コース 橘　千鶴

5/12 水中機能改善１Day講習会 尾陰、梅本
5/13 アクアエクササイズスキルＵＰ研修会 尾陰、梅本
5/27-30 機能改善体操B級指導員講習会 尾陰、梅本
8/19 機能改善体操C級講習会 梅本　道代
5/12-9/2
毎週土・日

エアロビクス指導員養成コース 尾陰、梅本他

9/9 アクアエクササイズスキルＵＰ研修会 尾陰、梅本
10/13 水中運動指導員養成コース 尾陰、梅本
10/21 機能改善ヨガ１Ｄａｙセミナー 橘　千鶴
11/4 機能改善体操C級講習会 梅本　道代


