
【 ロコモケアメイト養成講座の予定 】
◆東京開催
開催日７月３０日、３１日
場所︓沖ヨガスタジオ(東中野)
◆大阪開催
開催日１０月４日
場所︓東大阪市⺠会館

参加費︓４０００円
お問い合わせ︓日本ヨガ連盟事務局

※初回講座はどなたでも受講可能です。
詳細はホームページなどでご確認下さい。

ロコモケアメイト養成講座スタート

７月に出版された「ロコモ予防ヨガ体操」の本をテキストとして国⺠の健康サポートをする新たな活動が
開始されます︕
厚⽣労働省は、超⾼齢化社会の喫緊の課題として介護予防に⼒を⼊れていますが、それと連動して連盟は
地域に「ロコモケアメイト」を育成し、ロコモティブシンドローム予防の認識を広めていく活動を実施し
ます。
理事⻑が書いた本をテキストにして、東京、大阪、名古屋、九州、東北、と初回講座が⾏われますが、こ
の初回講座に参加した人は、ロコモケアメイトとして同様に講座を展開していきます。
これらの講座はすべて連盟主催の事業になりますが、収⼊は講師の活動資⾦となります。
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クアオルト推進部の活動報告

調査研究事業として、昨年度芽がでたクアオルト推進活動は、今年 4/30
〜5/1 の上山市での合宿で、本格的にスタートしました。上山市のドイツ
ミュンヒェン大学認定のウォーキングコースでは、ガイド関係者がヨガを
体験することで、ウォーキングにおけるリラクゼーションの必要性を改め
て認識し、連盟が提供したヨガに⾼い評価を頂きました。⼩関研究室では、
７月中に、ガイド資格の更新事業を予定しており、この更新が終了した後
ヨガの研修会が計画される模様です。クアオルト推進部の会員の皆様には
追ってお知らせ致します。

クアオルトとは︖
上山市観光物産協会ＨＰより
http://kaminoyama-spa.com/kurort/

クアオルトとはドイツ語で「療養地・
健康保養地」を指す⾔葉です。ドイツ
では温泉や海、泥、気候、クナイプ式
という⽔治療などで疾病を治療、緩和、
そして 予防する⾃然療法が医療保険
の対象となっています。その治療する
地域として整備された⻑期滞在型の療
養地・健康保養地がクアオルトと呼ば
れ親しまれています。

<<注意>>本の販売はしておりません。



地域貢献活動
地域社会のニーズに対し、その地域の会員さん達が
企画する社会貢献に関わる活動で、その企画書が理
事会で決議されたものが地域貢献活動です。

2013 年下期は以下の地域事業が開催されました。
宮城 親子のふれあい☆ハッピーヨガ

イキイキ⽣活サポート講座
大阪 呼吸でほぐすイスヨガ

活動員の資質向上を目指して、
2013 年下期には、以下の研修会も開催されました。
宮城 マタニティヨガ研修会
⻘森 セロトニンヨガ勉強会

ハッピーハグハグ♡ベビーヨガ研修会

派遣先や今後の活動予定がある分野に関して、研修
会や勉強会のフォローアップで新たな活動を、どん
どんと増やして下さい。地域での、新たな企画提案
もお待ちしております。

2 月宮城

講師派遣活動

福岡県・⻘空福祉会

皆様のご協⼒、ご尽⼒により派遣活動数も増え、内容も多岐
にわたり広がりを⾒せております。

例えば、派遣事例として、防衛省共済組合東⽴川⽀所は前年 2
回から4回と依頼数も増え内1回は、お昼休みを利⽤し、より
多くの隊員さんに体験して頂けるようにと組まれています。
福岡の⻘空福祉会のハンディサポートヨガでも月2回から4回
と派遣回数も増え信頼を頂き、継続に繋がっています。

また、親子ヨガ・マタニティヨガ・ママとべビー他、ヨガに親
しんで頂ける派遣活動がより一層広がっています。

なお、官公庁からの依頼も徐々に増えております。社会からの
信⽤を得る為に、今後とも会員の皆様にはより一層のご協⼒を
お願い致しておりますので、ヨガの講師派遣依頼をお待ちして
おります。
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東京・東⽴川⾃衛隊
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広報活動
インターネットでの情報発信にご協⼒をお願いし
ます。
ホームページ(http://www.npo-yoga.com/)
フェイスブック(https://www.facebook.com/ni
ppon.yoga.union)
各地で⾏われている各種養成講座、派遣活動、地
域事業をはじめ、事務局や理事会から勉強会や研
修会などのお知らせなどもにて紹介しています。
ホームページのリニューアルから、着実にアクセ
ス数がアップし、派遣活動の依頼へとつながって
います。
掲載した依頼元からも、掲載のお礼をいただいて
おります。

掲載可能な活動がありましたら、是非、ご連絡く
ださいませ。



被災地復興⽀援活動

2013 年 12 月岩手

現在は、東日本大震災の被災地復興⽀援活動に取り組んでいます。
2013 年度後半では岩手県を中⼼に⾏われました。

岩手県八幡平市 岩手山登山客の為の⻘空ヨガ
岩手県盛岡市 もりおか復興⽀援センター
岩手県大船渡市 ホームタカギ
岩手県陸前⾼⽥市 慈恩寺

2014 年度も他団体との取り組みを引き続き⾏います。
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⼈材育成

2014年度 インストラクター（旧ヘルスケア・ワーカー）認定試験の日程について

2014年11月9日 (宮城・東京・大阪または京都の予定)
詳しい受験要綱などは養成講座内にてご案内しております。会場は受験のお申込みをいただいた時点でお
知らせいたします。

2013 年度下半期の人材育成の状況

◇第 41 回 福岡 2014 年 7 月〜4月(8 名受講)
◇第 42 回 大阪 2014 年 8 月〜3月(9 名受講)

◆インストラクター資格認定試験
2014 年 5月 12日（日）実施
14 名全員が合格しました。おめでとうございます!
認定目指して実習中の方もいらっしゃいますが、今後の活躍を期待しております!

▲東北の復興のお手伝いをお願いします︕
岩手県は当初2年としていた仮設住宅での⽣活が、⾼台への移住がまだ困難として、計8年の数字を出し
ました。これは阪神淡路を上回る数字です。

そんなストレスが続く被災地では、一時でも現状を忘れる時間や、仲間が集まって楽しく身体や口を動
かす時間がとても貴重なのです。ヨガは人気で、今年度も仮設にお住いの⾼齢者の⽀援や育児中のママ
達の健康⽀援を御願いされています。
活動をしてみたい方は是非お申し出ください。（交通費の補助を致します）

岩手県大船渡市にて 月1~2回 火曜日
（７/８・２２ ８/２６ ９/２・９ １０/１４・２８ １１/１１・２５ １２/９）
⾼齢者⽀援 ① １１︓００〜１２︓１５ ②１３︓３０〜１４︓４５
キッズ＆ママヨガ １１︓００〜１２︓００
マタニティーヨガ １３︓３０〜１４︓３０
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お知らせ

定款変更ついて

会員の皆様には以前から何度かお
知らせしていますように、当連盟
の、従来の活動をさらに充実させ
るために定款変更を⾏ないました。
詳細は議案書とホームページに載
せていますので、ご一読ください
ませ。

今後の活動予定

宮城エリア
地域貢献活動 親子のふれあい☆ハッピータイム(7 月 27 日)
人材育成 第 45回 7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座(2014 年 9月~)

会員募集中︕
会員になって特定非営利法人日本YOGA連盟を応援してください。
年 2 回発⾏の会報誌にて活動の様子をお伝えします。
一般会費︓12,000 円／年 賛助会費︓１口 3,000 円~ 学⽣会費︓3,000 円

編集後記

会報誌発⾏から早半年が経過しま
した。年度末から年度初めにかけ、
会員のみなさまとのやりとりが多
く⾏われました。様々な書類の提
出などをお願いしておりますが、

その集大成が議案書であり、イン
ターネットでの発信、そしてこの
会報誌となります。たくさんの方
にヨガを知っていただき、健康的
な⽣活が送れるようお伝えしてい
ければと思います。
皆様からのご意⾒・ご感想をお待
ちしております。

会報誌
「お元気ですか︖ココロとカラダ」

Vol.2 2014年上半期
発⾏︓特定非営利法人日本 YOGA 連盟
発⾏者︓理事⻑ 宇部実智子
住所︓大阪市東淀川区東中島１丁目２０
番１９号 新大阪ヒカリビル１００６号
TEL︓０６６３２８７７６６
FAX︓０６６３２８７７３３
E-mail︓info@npo-yoga.com

定期総会終了

2014年 6月 22日福岡国際会議場
にて第 13回定期総会が⾏われま
した。出席者 44名、委任状提出
者 105名ですべての議案につい
て可決、承認されました。午後
は分科会（⾼齢者・⻘少年・椅
子・障がい者）とし、各分野で
派遣活動に活かせるように講習
を⾏いました。
第 14回定期総会開催予定

2015年 6月 21日（日）⻘森県

岩手エリア
地域貢献活動 ヨガとアロマオイルで疲れを癒す(2014年 11月)
復興⽀援活動 介護予防ヨガ教室、育児⽀援、ヨガサロン
人材育成 3日間ボランタリー講座(2014 年 8 月)

ハンディサポートヨガ研修会(2014 年 8月 30 日)

大阪エリア
人材育成 第 46回 7 日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座(2014 年 9月~)

福岡エリア
地域貢献活動 ハンディサポートヨガ（2014 年 8月）
人材育成 3日間ボランタリー講座（2014 年 10 月）

第 47回 7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座（2014年 12月〜）

大分エリア
地域貢献活動 ハンディサポートヨガ（2015 年 3 月）

東京エリア
人材育成 第 44 回 7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座(2014 年 9 月~)


