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＝高岡英夫直接指導、 ＝専門指導員、 ＝達人調整師
会場：記載がないものは、東京・運動総研本社教室、大阪・味覚糖UHA館にて開催予定です。
講師：

講座料：23ページをご覧下さい。
達
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　ゆる体操指導員は、ゆる体操の指導活動を行うことができる資格です。筆記試験と実技試験の両方に合格することで取得すること
ができます。ゆる体操準指導員から始まり、準指導員1級を取得後に正指導員試験を受けることができます。級が上がることによって、
指導できる体操が増えていきます。
※ゆる体操指導員資格試験の詳細は日本ゆる協会サイト　http://www.yuru.net/　サイト内の『ゆる体操指導員になるには』をご覧ください。

ゆる体操指導員養成講座・試験

2017年ゆる体操正・準指導員養成講座＆試験日程2017年ゆる体操正・準指導員養成講座＆試験日程
1月30日（月）　� ゆる体操� 【上級デモンストレーター】 試験

2月6日（月）� ゆる体操� 【中級】養成講座・試験

2月24日（金）� ゆる体操� 初級 養成講座・試験

3月21日（火）� ゆる体操� 【中級】養成講座・試験

4月25日（火）� ゆる体操� 初級 養成講座・試験

5月22日（月）� ゆる体操� 【中級】養成講座・試験

5月23日（火）� ゆる体操� 【上級デモンストレーター】 試験

9月27日（水）� ゆる体操� 初級 養成講座・試験

10月20日（金）� ゆる体操� 【中級】養成講座・試験

11月17日（金）� ゆる体操� 【上級デモンストレーター】 試験

12月11日（月）� ゆる体操� 初級 養成講座・試験　

2月18日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験

3月25日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験�

3月30日（木）� ゆる体操� 養成講座・試験

4月8日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験

4月16日（日）� ゆる体操� 養成講座・試験

5月13日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験

5月20日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験

6月25日（日）� ゆる体操� 養成講座・試験

9月4日（月）� ゆる体操� 養成講座・試験

10月21日（土）� ゆる体操� 養成講座・試験

10月31日（火）� ゆる体操� 養成講座・試験
※ゆる体操準指導員養成講座＆試験のこの他の日程は、後日運

動総研サイトにて発表いたします。
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（１）講座の目的
　当研究所開催講座の目的は、参加者ご自身の身体と脳機能を改善・鍛練するためのトレーニング方法を学んでいただくことであり、病気・障害等の治療ではないこと
をご了解の上ご参加いただきますようお願いいたします。

（２）ご参加条件
　ご参加にあたっては、日常生活や仕事が支障なくできること／１時間以上の歩行が問題なくできること／医師等から運動を控えるような指示を受けていないこと／
精神疾患をお持ちでないこと／が条件となります。これら全ての条件を満たせない方はご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。

（３）高岡英夫指導講座に初めてご参加いただく方、及びご参加経験の少ない方へのお願い
★高岡英夫指導講座のご参加資格「ゆる体操指導員の教室・指導を５時間以上受講しており、かつ、ご自身で１年以上ゆる体操のトレーニングを継続されていること」。
　また、より良く内容を理解・習得していただくには、下記ような点にご留意いただくことが必要です。
　・日頃からゆる体操を含めた運動総研メソッドによるトレーニングを充分に積んでいただくこと
　・講座に関連する高岡英夫の著書がある場合はそれらをお読みいただき、基本的な用語を理解していただくこと
★講座へのご参加経験が少ない方の場合、ご参加者の状況によっては講座内容の全てを理解しきれない、または講座中に強い脳疲労を感じる、また講座中のトレーニ

ングについて行き切れないことがあり得ることを、あらかじめご了承ください。当研究所では、そうした方への助力の意味も含め、同一講座へ２回以降参加される方
の講座料を60％割引とする「複数回参加割引制度」を設けています（「複数回参加割引」が適用されるのは、同一講座へ３年以内に次の参加をされた場合に限ります）。
この制度を利用して同一講座に繰り返しご参加いただくことによって、理解がさらに深まり、講座中に紹介されるトレーニングメソッドをより正確に身につけてい
ただくことができます（「複数回参加割引」のない講座もございますので、あらかじめご了承ください）。

講座に参加される方へのご注意とお願い講座に参加される方へのご注意とお願い

●正指導員試験日程・詳細　　　日本ゆる協会サイトをご覧ください。　●準指導員試験日程・詳細　　　運動総研サイトをご覧ください。
　お問合せは日本ゆる協会まで　TEL：03-3817-7725／FAX：03-3817-8557　10-18時（日・木曜定休）

7月以降の予定（日程など変更となる可能性があります）
7月1日（土）� 大阪・剣聖の剣三の巻

7月2日（日）
� 大阪・達人調整初級第四教程

�

7月22日・23日
� 野沢温泉・特別研修合宿講座

　　　　　　　　　　（ゆるケアサイズ指導員養成講座＆試験）

7月30日（日）� 東京・剣聖の剣三の巻
8月4日-6日� 大阪・夏期集中講座
8月10日-16日 � 東京・夏期集中講座
9月16日・17日� 東京・秋期集中講座
9月23日・24日� 大阪・秋期集中講座

10月7日・9日� 東京・秋期集中講座
11月3日・4日� 大阪・剣聖の剣四の巻 秋期集中講座
11月4日・5日（日）� 大阪・秋期集中講座 剣聖の剣四の巻

11月23日（木・祝）� 東京・達人調整中級錬成会第一編
� ★詳細ご案内の発表まではお申込みいただけません。

11月24日（金）
� 東京・達人調整中級錬成会第二編

� ★詳細ご案内の発表まではお申込みいただけません。

12月15日-17日� 大阪・冬期集中講座�
12月23日（土・祝）� 東京・剣聖の剣四の巻
12月22日-31日� 東京・冬期集中講座

＊日程を変更することになりました。（2017.2.27）
　大阪・達人調整第四教程につきましては、詳細が決まり次第、発表いたします。

＊日程を変更することに
なりました。（2017.3.3）

京都・剣聖の剣二の巻

京都・剣聖の剣三の巻
1月9日(月･祝)� 9:30-19:40　達人調整初級第一・第二・第三教程　★詳細ご案内の発表まではお申込みいただけません

1月15日(日) 　                       13:00-17:00　休日料金　宇天気功初級第一教程�      

1月21日(土)� 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体意識　トップ・センター初級

1月25・26日 � ゆるスキー　※詳細は後日ご案内いたします。

1月29日(日) � 9:20-13:20　休日料金　極意初級第三教程

2月1日(水) � 9:30-13:30　【平日低料金】　極意初級第一教程� 14:30-18:30　【平日低料金】　極意初級第二教程

2月4日(土) � 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体能力　腰反り徹底解消法決定版!!初級�     

2月4日(土) � 13:00-16:45　基礎ゆる＆ゆるゆる棒徹底鍛錬会　会場：運動総研Cスペース

2月5日(日)� 13:00-17:00　休日料金　呼吸の達人初級第一教程�     

2月12日(日) � 9:30-17:00　剣聖の剣　一の巻　　会場：台東リバーサイドスポーツセンター

2月12日(日) � 9:20-13:20　休日料金　呼吸の達人初級第一教程

2月18・19日 � ゆるスキー　※詳細は後日ご案内いたします。

3月12日(日) � 13:00-17:00　休日料金　極意初級第一教程

3月17日(金)� 9:30-13:30　【平日低料金】　呼吸の達人初級第一教程� 14:30-18:30　【平日低料金】　呼吸の達人初級第二教程

3月18日(土) � 9:30-17:00　剣聖の剣　一の巻　　会場：先斗町歌舞練場

3月19日(日)� 9:30-19:40　達人調整初級第一・第二・第三教程　会場：先斗町歌舞練場　★詳細ご案内の発表まではお申込みいただけません

3月20日(月･祝)� 特別研修講座（ゆるケアサイズ指導員養成講座＆試験)NPO法人日本ゆる協会主催　詳細は後日発表

3月25日(土)� 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体能力　拘束前腿解消法初級

3月26日(日) � 9:20-13:20　休日料金　極意中級第三教程

4月8日(土)� 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体意識　ベスト＆肩包体初級

4月8日(土) � 13:00-16:45　基礎ゆる＆ゆるゆる棒徹底鍛錬会　会場：運動総研Cスペース

4月9日(日)� 13:00-17:00　休日料金　極意初級第二教程�     

4月9日(日) � 9:20-13:20　休日料金　極意初級第一教程

4月22日(土) � 特別研修講座（ゆるケアサイズ指導員養成講座＆試験)NPO法人日本ゆる協会主催　詳細は後日発表

4月23日(日)� 剣聖の剣　二の巻　　詳細は後日発表�

4月26日(水)� 9:30-13:30　【平日低料金】　極意中級第一教程� 14:30-18:30　【平日低料金】　極意中級第二教程

4月28-30日 � 春期集中講座

5月1日(月) � 剣聖の剣　二の巻　　詳細は後日発表

5月3-7日・14日 � 春期集中講座

5月13日(土) � 達人調整初級第四教程　詳細は後日発表　★詳細ご案内の発表まではお申込みいただけません。

5月20日(土) � 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体能力　拘束背芯溶解法初級

5月21日(日) � 13:00-17:00　休日料金　極意中級第一教程

5月28日(日) � 9:20-13:20　休日料金　宇天気功初級第一教程

5月31日(水)� 9:30-13:30 　【平日低料金】　宇天気功初級第一教程� 14:30-18:30　【平日低料金】　宇天気功初級第二教程

6月10日(土)� 13:30-17:00  13:00-16:30 ※開催時刻を変更いたしました。 さたでい身体シリーズ　身体能力　リアストレッチ＆リアスクワット初級

6月11日(日)� 13:00-17:00　休日料金　極意中級第二教程

6月18日(日)　　  　　　　9:20-13:20　休日料金　極意初級第二教程

6月27日(火)� 9:30-13:30　【平日低料金】　極意初級第三教程� 14:30-18:30　【平日低料金】　極意中級第三教程

［★達人調整講座について］達人調整講座のお申込みには参加条件がございますので、現時点ではお申込みいただけません。詳細は後日お知らせいたします。
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2017 年 1 月～ 6 月期　集中講座日程


