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月

日 (日)
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TOKYO

会場 ： 株式会社 ルネサンス 本社（両国）

受講料/
1日券
A
1講座
B
C
懇親会

(税込）

一般
¥10,260
¥4,860
¥5,940
¥3,240
¥4,500

会員
¥9,720
¥4,320
¥5,400
¥2,700

今回は、お子様も一緒に体験で
きるセミナーもございます！
ご家族、お友達、たくさんの方
をお誘いあわせの上、お越しく
ださい。皆さまのご参加を
お待ちしております♪

*12月26日(金)までのお申し込みで、
一般の方も会員価格にてお申し込み承ります！

主
【後
【協

催

シナプソロジー普及会

援】 株式会社クラブビジネスジャパン
一般財団法人日本コアコンディショニング協会
月間ジャパンフィットネス
賛】 株式会社 ブラボーグループ

ディレクター 望月美佐緒
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会場①

A1

C1

会場②

A2

C-3

【定員】 A…各60名
B…80名
C…各60名

B

C-4

講師：シナプソロジー教育トレーナー

10:30～12:00

脳のメカニズムを学ぼう
～シナプソロジーの
効果をひも解く～

A2

理学療法士

荻島 悠平

シナプソロジーでよく耳にする「注意機能」「空間認知」
「認知機能」…。具体的にどのようなものなの？物忘れ…。
記憶力の低下…。そもそも人はどうやって、さまざまな出来
事を記憶しているのだろうか？そんな日頃のちょっとした疑
問を脳のメカニズム、シナプソロジーの効果と結びつけなが
ら、ひも解いていきます。シナプソロジーがなぜ効果的なの
か？そのメカニズムを理解した上で、これからのシナプソロ
ジーを楽しんでいきましょう！

B

13:15～15:15

C-5

このマークのあるセミナーは、お子様も一緒にご参加いただけます。
（お子様は無料です。）対象年齢：３才～小学生以下
※会場内は必ず保護者の方と一緒に行動してください。
お子様の待合室などはございませんので、ご了承ください。
※マークがないセミナーは、お子様の入場はできません。

セミナー概要
A1

シナプソロジー落語
＆懇親会

C-2

10:30～12:00

新発見！
コーチングって面白い！！
～シナプソロジーが
指導者にもたらす秘密の効果～

BOC-ATC(NATA)
戸田 真司

やれば楽しく効果を得られるシナプソロジー！しかし、それ
は選手だけのものではありません。ジュニアアスリートにも
有効なシナプソロジーを体験しながら、シナプソロジーが指
導者に与える影響を感じてみませんか？シナプソロジーで選
手を成長させながら、自分自身も成長する。ジュニアアス
リートのみならず、指導者のみなさまには是非お伝えしたい
シナプソロジーの秘密を大公開いたします。

特別基調講演

運動が脳を賦活する可能性
～シナプソロジーの有効性～
国民が最も嫌う病気は認知症とガンです。特に認知症に関しては、現時点で
有効な治療薬や治療方法は見つかっておらず、国民全体に不安が蔓延しています。
仮に近い将来、認知症の特効薬が見つかったとしても身体的自立のために運動・
フィットネスの必要性がなくなることはありません。講演では
１）運動の有効性を示した国内外の研究成果について、
２）運動が認知機能に効果的である仮説について、
３）シナプソロジー（synapse:神経細胞接合部、-ology:・・学）、
田中 喜代次
つまり脳機能賦活を企図した学問（メディカルフィットネス理論）
筑波大学体育系(健康増進学)
または日本発の“運動指導者による脳機能賦活エクササイズ”に
大学院人間総合科学研究科(スポーツ医学)教授
ついて解説します。
日本健康支援学会理事長
日本メディカルフィットネス研究会会長

セミナー概要
C1

講師：シナプソロジー教育トレーナー

C2 15:30～16:15

12:15～13:00

介護現場でも活用できる
シナプロソジー
デイフィットあいのわ
～リハビリテーションの
視点から～

高齢者の為の
シナプソロジー

介護予防運動指導員

～高齢者の特性を
理解した指導法とは？～

統括責任者

早川 昌宏

高橋 友見子

健康運動実践指導者

Rise 代表・理学療法士

木原 啓貴

所 圭吾

介護老人保健施設やデイサービスなどでリハビリに励みなが
らも「介護」を必要とする方々向けのシナプソロジープログ
ラム。理学療法士である所圭吾と、介護福祉士、デイサービ
ス管理者である早川昌宏が、現場目線で、その活用方法をご
紹介いたします。特に障がいのある高齢者へどのようにシナ
プソロジーを実施すればいいのか・・・。実体験も交えて、
高齢者や障がい者の特性や心理を理解しながら、すぐに現場
で使えるプログラムを体験しましょう！

C3

12:15～13:00

「まだまだ若い者には…」と思っていらっしゃる皆さまも、
五感の衰え、記憶力の低下、理解するスピードなど、若い頃
に比べて落ちたと感じている方が多いはず…。そんな高齢者
の皆さまの気持ちを汲み取りながら、シナプソロジーを一緒
に楽しむ方法をお伝えします。高齢者の特性を理解し、明日
からすぐに実践できるシナプソロジーを体験していただきま
す。

C4

ＯＵＴＤＯＯＲでも
ＩＮＤＯＯＲでも…
子ども達と、一緒に、
遊んで、考える
キッズシナプソロジー

15:30～16:15
Synapsology in English
～英語で楽しむ
シナプソロジー～

サンプラザジュニア
英語教室 講師

日本キャンプ協会認定
キャンプディレクター

嶋崎 裕美

南方 慎治

遊びながら、楽しみながら… 子ども達が興味を持って積極的
に体を動かし、飽きることなくシナプソロジーを楽しむため
にはどうすれば？？楽しいだけでなく、脳活性による様々な
効果に繋げるためには？？成人を対象とした場合と異なり、
集中力や理解度また好奇心に大きく左右される子ども達への
シナプソロジー。キャンプやイベントの場で行うレクリエー
ションの要素を取り入れ、この問題を解決します。
野外、屋内を問わず、子ども達を対象とした場、機会に是非
お役立てください！

C5

シナプソロジーは、対象者や人数、場所を問わずにおこなえま
す。そして…言語も問いません！このシナプソロジーを英語学
習に取り入れると、楽しく遊んでいる感覚で脳を活性化し、英
単語などの習得が早くなります。その場が盛り上がるだけでな
く、その後の集中力もバッチリ！今回は、私が児童英語教室で
取り入れている手法や、実際に行っている英語でのシナプソロ
ジーをご体験ください。もちろん、児童教育や英語教育に携
わっていない方も大歓迎。会議前や海外出張などでの活用のヒ
ントにもお役立てください。

シナプソロジー落語＆懇親会

16:30～17:15
ビート＆リズムを
使った、音感
シナプソロジー! MIZUNOアクア
アドバイザー
森 裕美

ブレイン活性
リトミック 講師

「シナプソロジー」を通して、さまざまな方と繋がりましょ
う！今回は、プロの落語家によるシナプソロジーを取り入れた
参加型の落語もお楽しみいただけます。落語とシナプソロジー
の融合！これがとっても面白い！落語を聞きながら脳も活性化。
みなさんの親睦も深まること間違いなし！！
是非、お楽しみに！

榎本 久美子

一瞬で人を惹きつけるシナプソロジーを体感してみませんか？
生まれて間もない赤ちゃんでも音楽に反応します。音楽を意図
的に使うことで、脳への効果は飛躍的にアップします。耳に入
れる音や言葉で心ができます。音を使うことで集中力が増し、
即時反応力、想像力＆創造力…いろんな才能を引き出すことが
できるのです。『体と心の緊張をほぐす、ブルブルシナプ』
『奇跡を呼ぶ言霊シナプ』『サンバでシナプ』など、小さなお
子様からシニアの方までどなたでも一緒にお楽しみいただける
ワークをご紹介します。

【場
【時

所】 フェスタ会場近郊
間】 17:30～20:00
※多少前後する場合もございます。

【参加費】 ￥4,500（税込）
落語家 立川志らら
2014年9月 シナプソロジーインストラクター資格取得。
落語とシナプソロジー 「シナプソロジー落語」を
是非、お楽しみください。

フェスタ会場

その他

㈱ルネサンス
本社３F

◇ シナプソロジー書籍販売

◇ シナプソロジーツール販売

◇ フェスタオリジナルTシャツ販売

￥2,160(税込)

※オリジナルTシャツは
フェスタ当日にお渡し致します。
※他のカラーは、HPでご確認
ください。
※オリジナルTシャツのみの
お申込も可能です。
※ご自宅配送希望の場合は、別途
送料・手数料￥840を頂きます。

東京都墨田区両国 2-10-14
両国シティコア３階
TEL：03-5600-5331
・JR「両国駅」より徒歩３分
・都営大江戸線
「両国駅」より徒歩10分

申込方法

申込み締切 2月2日(月)
②お申込み後1週間以内に、受講料を銀行振込にてお支払ください。

①申込用紙に必要事項を
ご記入の上、FAXまたは、
E-メールにて
お申込ください。

※定員になっている場合は、1週間以内にご連絡させて頂きます。

お振込先
銀行名
支 店
口 座
名 義

※FAX・メール受信順に受付し、
定員になり次第締め切りと
させて頂きます。

三菱東京UFJ銀行
きよなみ支店
(普) 1188002
(株) ルネサンス

●お振込の際、お申込者の名前の前に「SNPF」をつけて
お振込ください。（必ずお申込者名でお振込ください）
●振込手数料は各自でご負担願います
●キャンセルの際にはお電話にてご連絡ください
●ご入金いただいた参加費は一切返金できませんので
ご了承ください
●領収書は【振込票兼領収書】にて代用させて頂きます

お申し込み用紙はこちら

「シナプソロジーフェスタ2015 in東京 」申込用紙
必要事項をご記入の上、FAXもしくはE-mail(本文に入力)でお申込ください。
FAX ： 03-5600-9050

E-mail ： synap@s-renaissance.co.jp

①普及会登録番号

※普及会会員の方は登録番号をご記入ください

②お名前（カタカナ）
③お名前（漢字）
④ご連絡先

TEL：

※⑤⑥は、普及会会員の方は登録内容に変更がある場合のみご記入ください。

⑤ご住所

〒

⑥メールアドレス
⑦受講セミナー

□A1

⑧受講料タイプ

□1日券（一般）￥10,260

□1講座ごと（一般） A\4,860 B\5,940 C\3,240

（税込金額）

□1日券（会員） ￥9,720

□1講座ごと（会員）

⑨オリジナルTシャツ

□SS

カラー

□ピンク

お申込み
お問合せ

□B

□購入 ￥2,160 ×

サイズ

⑩お振込

□A2

□S

□M

□C1

□C2

枚＝
□L

□ターコイズ(水色)

■入金合計金額（税込）

シナプソロジー普及会

□C3

円
□LL

A\4,320

□C5

B\5,400

□配送希望

□懇親会

C\2,700

￥840

備考：

□ライム(黄緑)
円

□C4

□デイジー(黄)

■振込予定日

月

[㈱ルネサンス内]
東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア3F
TEL：03-5600-5331 E-mail: synap@s-renaissance.co.jp

備考：
日

