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目 的 
地域の住民に対して、健康の維持及び増進を目指して、地域に根ざし

た健康指導を提供する事業を行い、すべての人々が健やかに暮らせる

地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

事業内容 

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
（２）社会教育の推進を図る活動 
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
（４）子どもの健全育成を図る活動 
（５）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、

助言又は援助の活動 

役 員 

理事長  奥村 晃久（医師、健康運動指導士） 
副理事長 中本 浩揮（鹿屋体育大学講師） 
理 事  山中 隆夫（鹿屋体育大学名誉教授、医師） 
理 事  佐藤 豊 （鹿屋体育大学教授） 
理 事  高司 佳代（健康運動指導士） 
理 事  川尻 彰 （健康運動指導士） 
監 事  竹下 俊一（鹿屋体育大学教授） 



事業活動 

【平成２３年度】 

①肝付町から認知症予防教室を受託し、全 24 会場で運動教室を実施した。 

②鹿屋市から「すこやか地域づくり支援事業」を受託。市内の集会所、公民館等に指導者を

派遣した。栄養・休養・運動など約 120 回の教室を実施した。 

③地域健康づくり支援事業（ふるさと雇用再生特別基金事業）を受託し、鹿屋市内 12 会場

においてそれぞれ３ヶ月間（週１回×12 週）、運動・栄養・休養を主な内容とした総合

的・実践的な教室を実施した。12 会場で 300 人が参加。 

④いちき串木野市において通所型介護予防事業運動器の機能向上プログラム業務を受託し、

年間５会場においてそれぞれ３ヶ月間（週１回×12 週）実施した。各会場健康運動指導士

２名、看護師２名、作業療法士２名、管理栄養士１名で担当した。 

⑤東串良町から特定保健指導（積極的及び動機づけ支援事業）を受託し、管理栄養士による

面接、及び健康運動指導士による運動教室を担当した。 

⑥屋久島町において通所型介護予防事業運動器機能向上プログラム業務を受託し、２会場に

おいてそれぞれ３ヶ月間（週１回×12 週）実施した。 

⑦文部科学省委託事業「スポーツコミュニティ形成促進事業」を受託し、鹿屋市内の小学校

を対象に体育の授業へ専門的指導者を派遣した。また鹿屋市内４会場において指導者を派遣

し、それぞれ５日間の放課後運動プログラムを実施した。 

⑧鹿屋市内の幼稚園（２園）において、年間 20 回のコオーディネーション教室を実施した。 

⑨独立行政法人日本スポーツ振興センター（toto）の助成を受け、また鹿屋市教育委員会の

後援を得て、一般市民向けのスポーツクラブ事業を実施した。幼児から齢者まで５つの教室

と小学生を対象とした夏休みスポーツ教室等を開催した。 

⑩各種団体の運動指導者を対象とした研修会、一般市民向けのスポーツイベント等への講師

派遣を実施した。 

 

【平成２４年度】 

①文部科学省委託事業「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」を受託

し、鹿屋市内全小学校を対象に、小学校体育授業に指導者を派遣した。 

②独立行政法人日本スポーツ振興センター（toto）の助成事業として、鹿屋市の後援を得て

一般市民向けのスポーツクラブ事業を継続実施した。 

③鹿屋市から「幼児体育能力向上支援事業」を受託し、鹿屋市内の保育園 10 園で、それぞ

れ月に２回、20 回の幼児コオーディネーショントレーニング教室を実施した。また、教室

の前後には、鹿屋体育大学に依頼し、幼児の体力測定を実施した。 

④鹿屋市から「すこやか地域づくり支援事業」を受託し、町内会単位での健康づくり運動の

展開・推進を目的に、町内会公民館等にスタッフを派遣した。 

⑤幼稚園４園・保育園１園において、月２回、全 20 回のコオーディネーショントレーニン

グ教室を実施した。 



⑥いちき串木野市から「平成 24 年度通所型介護予防事業（運動器の機能向上プログラム）」

を受託し、６会場においてそれぞれ３ヶ月（週１回、全 12 回）の運動教室を実施した。 

⑦阿久根市から「平成 24 年度阿久根市高齢者運動器機能向上事業」を受託し、３ヶ月（週

１回、全 12 回）の運動教室を実施した。 

⑧平成 24 年度日本郵便年賀寄附金配分事業の助成により、「高齢者の引きこもり予防と介

護予防のためのサークル活動事業」として、主に鹿屋市の地区公民館等を利用し、高齢者の

ための健康教室を開催した。 

⑨各種団体の運動指導者を対象とした研修会、一般市民向けのスポーツイベント等への講師

派遣を実施した。 

 

【平成２５ 年度】 

①大隅地区の幼稚園・保育所５ 園でコオーディネーショントレーニング教室を実施した。 

②鹿屋市「幼児体育能力向上支援事業」を受託し、鹿屋市内 15 保育所でコオーディネーシ

ョントレーニング教室を実施した。 

③文部科学省委託事業「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」を受託

した。（鹿屋市小学校 22 校の体育授業に年間約 1,000 回指導者を派遣） 

④独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成を受けスポーツクラブ事業（後援：鹿屋市

教育委員会）を実施した。 

⑤鹿屋市一般高齢者事業介護予防事業「ぴんぴん元気教室」へ健康運動指導士を派遣 

⑥いちき串木野市特定保健指導結果報告会時の運動指導へ健康運動指導士を派遣 

⑦肝付町一般高齢者事業介護予防運動教室へ健康運動指導士を派遣 

⑧薩摩川内市樋脇地区での通所型介護予防事業へ健康運動指導士を派遣 

⑨きりしま子ども発達支援センターとの連携事業として運動教室を実施 

⑩各種団体（小・中学校、スポーツ少年団等）の研修会等へ講師派遣 

・日置地区スポーツ推進委員連絡協議会研修会（高齢者のトレーニングについて） 

・放課後子どもプラン指導者等研修会（子どもの運動習慣について） 

・霧島市スポーツ少年団指導者等研修会（子どものコオーディネーショントレーニング） 

・鹿児島県ソフトテニス協会フィジカルトレーニング講習会 

・鹿児島県特別支援学校教育研究会体育部会（コオーディネーショントレーニングの実際） 

・垂水市スポーツ少年団全体研修会にてトレーニング指導 

・鹿屋市ソフトテニス連盟にてコオーディネーショントレーニングの実技指導 

・鹿屋市吾平地区学校保健委員会 



・南九州市スポーツ少年団インリーダー研修会  

 

【平成２６年度】 

◎鹿屋市一般高齢者介護予防事業「ぴんぴん元気教室」への健康運動指導士派遣 

◎鹿屋市ストレッチ・ウォーキングアドバイザー研修会への講師派遣 

◎鹿屋市特定健診事後指導運動教室への健康運動指導士派遣 

◎鹿屋市永野田町内会でのすこやか健康教室への健康運動指導士派遣 

◎いちき串木野市通所型介護予防事業での運動教室の実施 

◎阿久根市通所型介護予防事業での運動教室の実施 

◎薩摩川内市樋脇地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣 

◎薩摩川内市下甑地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣 

◎南種子町介護予防事業での運動教室への健康運動指導士派遣 

◎志布志市糖尿病予防教室への健康運動指導士派遣 

◎鹿児島県内の幼稚園・保育所でのコオーディネーション運動教室の実施および親子運動へ

の指導者派遣 

◎鹿屋市内保育所での運動教室の実施・体力測定（鹿屋市幼児体育能力向上支援事業） 

◎叶夢叶夢プロジェクト（小学生複合型スポーツ教室）の開催（鹿屋市） 

◎コオーディネーショントレーニング教室（幼児・小学生）の開催（鹿屋市） 

◎コオーディネーション運動教室（10 日間プログラム）の開催（姶良体育センター、広木

小学校、中洲小学校、谷山・西谷山・和田小学校、紫原小学校） 

◎コオーディネーション運動教室（体験教室）開催（大崎町、肝付町、志布志市、垂水市） 

◎曽於地区保育会研修会講師（コオーディネーショントレーニングについて） 

◎きりしま子ども発達支援センターとの連携事業でのスポーツ教室実施 

◎鹿児島県ことばをはぐくむ親の会「親子レクリエーション」への運動指導者派遣 

◎鹿児島県スポーツ少年団認定員養成講習会への講師派遣 

◎鹿児島県スポーツ・レクリエーション活動リーダー養成講習会への講師派遣 

◎指宿市スポーツ少年団交歓会でのコオーディネーショントレーニング指導 

 

【平成２７年度】 

◎鹿屋市一般高齢者介護予防事業「ぴんぴん元気教室」への健康運動指導士派遣 



◎鹿屋市地域健康づくり教室の業務委託 

◎いちき串木野市通所型介護予防事業での健康教室の実施 

◎阿久根市通所型介護予防事業での健康教室の実施 

◎薩摩川内市樋脇地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣 

◎薩摩川内市下甑地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣 

◎志布志市血糖値改善教室への健康運動指導士派遣 

◎幼稚園、保育所でのコオーディネーション運動教室の実施（ おおぞら幼稚園、鹿屋幼稚園、

信愛こどもの園、上小原保育園、平和保育園、 杉の子保育園） 

◎幼稚園・保育所でのコオーディネーション運動体験教室、親子運動の実施 

◎叶夢叶夢プロジェクト（小学生複合型スポーツ教室） の開催（鹿屋市） 

◎コオーディネーション運動教室（幼児・小学生） の開催（鹿屋市） 

◎コオーディネーション運動教室（小学生） の開催（姶良体育センター、 広木小学、 紫原

小学校、垂水中央運動公園、 志布志運動公園、 肝付町体育館、 錦江町中央公民館体育館） 

◎コオーディネーション運動教室（体験教室） 開催（大崎町体育館、 東串良町体育館、 南

大隅町体育館、 吾平振興会館体育館） 

◎きりしま子ども発達支援センターとの連携事業でのスポーツ教室実施 

◎錦江町立錦江中学校での運動・健康づくり指導（保護者・生徒対象） 

◎錦江町立錦江中学校バスケットボール部へのコオーディネーション運動指導 

◎鹿屋市立細山田中学校での部活動生徒へのコオーディネーション運動指導 

◎鹿屋市立鹿屋中学校野球部へのコオーディネーション運動指導 

◎鹿屋市立寿北小学校 夏休み水泳指導 

◎鹿屋市立上小原小学校 夏休み水泳指導 

◎大隅地区私立幼稚園教師研修大会での講演 

◎鹿児島県私立幼稚園教職員研修大会での講演 

◎曽於地区健康フェアでの運動指導 

 

 

 

 

 



子どもの健全育成を図る活動
　ＮＰＯ法人健康づくりフォーラムでは子どもの健全育成を図る活動として、 運動教室等を開催し、

子どもたちが運動 ・ スポーツに親しみ、 心身を健やかに育む活動に取り組んでいます。

　体を動かして遊ぶ機会が減少することは、 子どもの体だけでなく、 心の発達にも重大な影響を及

ぼすと懸念されています。 運動や遊びは、 体力や運動能力を発達させるだけでなく、 子ども同士

の関わりを通して、 コミュニケーション能力や社会性、 認知的能力などを育むことにもつながります。

　私たちが力を入れている 「コオーディネーショントレーニング」 は体力 ・運動能力向上だけでなく、

知性や感性、 豊かな創造力や身のこなしを育むことを目的としています。

　現在、 幼稚園や保育園、 各地域の体育館での幼児 ・小学生を対象とした教室を中心に、 スポー

ツ団体への指導、 研修会などを通して、 トレーニングの普及 ・啓発をおこなっています。

KANOYA

大隅　姶良　鹿児島

鹿屋市

　リナシティかのやと、 鹿屋市第二武道館を会場にコオーディネーション運動教室を開催しています。

　小学生対象の 「叶夢叶夢 (ﾄﾑﾄﾑ) プロジェクト」 は、 コオーディネーショントレーニングに加えて、

複数のスポーツにも取り組む運動教室です。

　鹿屋幼稚園 ・信愛こどもの園 ・平和保育園 ・上小原認定こども園では、 コオーディネーション運動

教室を採用していただき、 園で子どもたちに教室を実施しています。

KINKOSHIBUSHI KIMOTSUKITARUMIZU KAGOSHIMAAIRA

　垂水市、 肝付町、 志布志市、 錦江町、 姶良市、 鹿児島市でも、 幼児と小学生を対象としたコオ

ーディネーション運動教室を開催しています。

　肝付町のあけぼの保育園 ・おおぞら幼稚園でもコオーディネーション運動教室を 2012 年から園に

採用していただき取り組んでいます。



 12 歳ごろまでは、さまざまな神経回路・思考回路をつくる時期です。 12 歳ごろまでは、さまざまな神経回路・思考回路をつくる時期です。

 特定の運動や学習などの徹底反復は、この時期にしかできない神経・思考回 特定の運動や学習などの徹底反復は、この時期にしかできない神経・思考回

路の形成をさまたげ、考える力を育てません。路の形成をさまたげ、考える力を育てません。

 運動は、動き自体の完成度を求める必要はなく、脳と身体に刺激を与えるこ 運動は、動き自体の完成度を求める必要はなく、脳と身体に刺激を与えるこ

とに意味があります。とに意味があります。

　「できる」ことを目的としてしまうと、最短距離の単純な回路を使ってその　「できる」ことを目的としてしまうと、最短距離の単純な回路を使ってその

回路をひたすら強化するだけになってしまいます。回路をひたすら強化するだけになってしまいます。

　　※「できるまでやる」のではなく「やろうとしている」ことが重要　　※「できるまでやる」のではなく「やろうとしている」ことが重要

 何でも「早く」にできることは必ずしも良いことではありません。たとえば 何でも「早く」にできることは必ずしも良いことではありません。たとえば

生後すぐに歩けるようにさせてしまうと、歩けないからこそ経験できる身体の生後すぐに歩けるようにさせてしまうと、歩けないからこそ経験できる身体の

動かし方や感覚、視覚からの情報処理などによって身につけていくべきものを動かし方や感覚、視覚からの情報処理などによって身につけていくべきものを

発達させないままに成長してしまうことになります。発達させないままに成長してしまうことになります。

 12 歳ごろまでは、さまざまな神経回路・思考回路をつくる時期です。

 特定の運動や学習などの徹底反復は、この時期にしかできない神経・思考回

路の形成をさまたげ、考える力を育てません。

 運動は、動き自体の完成度を求める必要はなく、脳と身体に刺激を与えるこ

とに意味があります。

　「できる」ことを目的としてしまうと、最短距離の単純な回路を使ってその

回路をひたすら強化するだけになってしまいます。

　　※「できるまでやる」のではなく「やろうとしている」ことが重要

 何でも「早く」にできることは必ずしも良いことではありません。たとえば

生後すぐに歩けるようにさせてしまうと、歩けないからこそ経験できる身体の

動かし方や感覚、視覚からの情報処理などによって身につけていくべきものを

発達させないままに成長してしまうことになります。

自分の身体に気づく自分の身体に気づく

 身体の中心部分の骨盤や脊柱から動く、子ども本来の動作をしっかりと経験します。 身体の中心部分の骨盤や脊柱から動く、子ども本来の動作をしっかりと経験します。

 寝返りやハイハイなど、発達段階で獲得していく動きが、トレーニングの動作にも 寝返りやハイハイなど、発達段階で獲得していく動きが、トレーニングの動作にも

入っています。体幹を使って身体を動かす刺激を与えます。入っています。体幹を使って身体を動かす刺激を与えます。

多様な動きを獲得する（特化・固定化・早熟化しない）多様な動きを獲得する（特化・固定化・早熟化しない）

自ずから考えられるように自ずから考えられるように

 とび箱も鉄棒もサッカーも大切な運動ですが、特定の運動種目を反復練習して とび箱も鉄棒もサッカーも大切な運動ですが、特定の運動種目を反復練習して

専門技術の完成度を高めることを目的とはしません。専門技術の完成度を高めることを目的とはしません。

 同じ運動でも、ずっと説明・指示をされながらするのと、 同じ運動でも、ずっと説明・指示をされながらするのと、
見て真似をして動くのとでは、脳の情報処理が異なります。見て真似をして動くのとでは、脳の情報処理が異なります。

 子どもは本来、誰かに事細かく教えられることなく、 子どもは本来、誰かに事細かく教えられることなく、

遊びの中で必要な動きや能力を獲得します。遊びの中で必要な動きや能力を獲得します。

 体のバランスをとる、走る・跳ぶ、用具を操作する運動など、様々な運動を 体のバランスをとる、走る・跳ぶ、用具を操作する運動など、様々な運動を

経験することで脳神経系を刺激し、豊かな動きや感性を育てます。経験することで脳神経系を刺激し、豊かな動きや感性を育てます。

豊かな環境の刺激豊かな環境の刺激

自分の身体に気づく

 身体の中心部分の骨盤や脊柱から動く、子ども本来の動作をしっかりと経験します。

 寝返りやハイハイなど、発達段階で獲得していく動きが、トレーニングの動作にも

入っています。体幹を使って身体を動かす刺激を与えます。

多様な動きを獲得する（特化・固定化・早熟化しない）

自ずから考えられるように

 とび箱も鉄棒もサッカーも大切な運動ですが、特定の運動種目を反復練習して

専門技術の完成度を高めることを目的とはしません。

 同じ運動でも、ずっと説明・指示をされながらするのと、
見て真似をして動くのとでは、脳の情報処理が異なります。

 子どもは本来、誰かに事細かく教えられることなく、

遊びの中で必要な動きや能力を獲得します。

 体のバランスをとる、走る・跳ぶ、用具を操作する運動など、様々な運動を

経験することで脳神経系を刺激し、豊かな動きや感性を育てます。

豊かな環境の刺激

 運動の内容はもちろんのこと、用具の配置や使い方、ルールなどを工夫し、 運動の内容はもちろんのこと、用具の配置や使い方、ルールなどを工夫し、
子どもたちにとって野山を駆け回るような場を目指します。子どもたちにとって野山を駆け回るような場を目指します。

 自然の中で遊ぶと何が良いのか？それは常に変化があることではないでしょうか。 自然の中で遊ぶと何が良いのか？それは常に変化があることではないでしょうか。
木や草花、地面の状態など野山の環境は刻一刻と変わっていきます。木や草花、地面の状態など野山の環境は刻一刻と変わっていきます。

 いつもと同じ場所でも、ちょっとした変化が、子どもには大きな刺激になります。 いつもと同じ場所でも、ちょっとした変化が、子どもには大きな刺激になります。

 運動の内容はもちろんのこと、用具の配置や使い方、ルールなどを工夫し、
子どもたちにとって野山を駆け回るような場を目指します。

 自然の中で遊ぶと何が良いのか？それは常に変化があることではないでしょうか。
木や草花、地面の状態など野山の環境は刻一刻と変わっていきます。

 いつもと同じ場所でも、ちょっとした変化が、子どもには大きな刺激になります。

コオーディネーショントレーニングの考え方

コオーディネーション運動教室では



鹿屋市幼児体育能力向上支援事業での
コオーディネーショントレーニング

体力運動能力測定結果
2014 年 5 月 （トレーニング実施群 ・非実施群）

　平成 24 年度から平成 26 年度まで鹿屋市の委託事業として、 市内の保育所 23 園での

コオーディネーション運動教室と、 幼児の体力運動能力測定を実施しました。

　また、 指導者養成のためコオーディネーショントレーニングの研修会も開催しました。



10 ヶ月前後比較 （トレーニング実施群）

体力運動能力測定結果
2014 年 5 月 （トレーニング実施群 ・ 非実施群）

測定種目 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D.
25m走（秒） 6.89 ±0.73 6.73 ±0.93 7.33 ±0.87 6.02 ±0.61 6.32 ±0.70 6.48 ±0.69
立幅跳（cm） 101.4 ±20.29 83.6 ±27.99 86.50 ±19.50 114.4 ±16.40 107.1 ±21.60 103.10 ±18.60

テニスボール投（m） 5.1 ±2.26 4.2 ±1.34 5.20 ±2.20 7.4 ±2.55 5.3 ±1.71 7.20 ±2.90

測定種目 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D.
25m走（秒） 6.94 ±0.79 7.12 ±1.07 7.57 ±0.99 6.20 ±0.66 6.68 ±1.16 6.66 ±0.68
立幅跳（cm） 96.1 ±13.32 76.2 ±19.61 79.70 ±17.70 106.0 ±14.76 108.7 ±19.43 96.00 ±17.10

テニスボール投（m） 4.1 ±1.10 3.6 ±1.34 3.80 ±1.30 5.4 ±1.84 4.7 ±1.09 4.90 ±1.60

全国平均
（5歳後半女児）

トレーニング群
年中男児（n=12）

対照群
年中男児（n=11）

全国平均
（4歳後半男児）

トレーニング群
年長男児（n=22）

対照群
年長男児（ n=15）

全国平均
（5歳後半男児）

トレーニング群
年中女児（n=17）

対照群
年中女児（n=9）

全国平均
（4歳後半女児）

トレーニング群
年長女児（n=26）

対照群
年長女児（n=15）

平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D.
25m走（秒） 6.85 ±0.78 6.60 ±0.75 6.02 ±0.61 5.79 ±0.39 7.33 ±0.87 6.48 ±0.69 6.12 ±0.61
立幅跳（cm） 102.1 ±22.17 99.1 ±26.44 114.4 ±16.40 124.2 ±11.25 86.5 ±19.50 103.1 ±18.60 113.8 ±19.50

テニスボール投（m） 5.3 ±2.25 7.9 ±2.92 7.4 ±2.55 10.5 ±2.37 5.2 ±2.20 7.2 ±2.90 9.1 ±3.80

年中男児 年長男児 全国平均 全国平均 全国平均

3月（n=10） 5月（n=22） 3月（n=22） 4歳後半 5歳後半 6歳後半5月（n=10）

平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D. 平均値 ±S.D.
25m走（秒） 6.91 ±0.79 6.63 ±1.03 6.17 ±0.66 6.02 ±0.51 7.57 ±0.99 6.66 ±0.68 6.30 ±0.57
立幅跳（cm） 97.0 ±12.54 102.1 ±17.11 106.6 ±14.74 110.4 ±17.02 79.7 ±17.70 96.0 ±17.10 102.5 ±17.20

テニスボール投（m） 4.1 ±1.20 5.8 ±1.46 5.4 ±1.86 6.8 ±2.34 3.8 ±1.30 4.9 ±1.60 5.6 ±1.70

6歳後半5月（n=14） 3月（n=14） 5月（n=25） 3月（n=25） 4歳後半 5歳後半

年中女児 年長女児 全国平均 全国平均 全国平均



　2014 年 5 月の測定結果を見ると、 トレーニング群は年中男児のテニスボール投げ以外は全国

平均値と比べて高い値だった。 トレーニング群の年長児の測定値は男女ともに 3 種目すべてで

全国平均よりも高かった。 対照群の測定値は、 年中 ・ 年長男児と年中女児の 25m 走、 年長男

児 ・ 女児の立ち幅跳びでは全国平均値より高く、 テニスボール投げでは低かった。

　トレーニング群の 5 月と 3 月の測定結果を見ると、 年中男児の立ち幅跳びのみ測定値が高くな

らなかったが、 成長にともない測定値が向上していく様子が分かる。 また、 年中 ・ 年長ともにテ

ニスボール投げの測定値が大きく向上した。 運動教室では、 ボールを遠くへ投げるようなトレー

ニングは一切していない。 基礎的な身体機能や、 ボールなどの用具を扱う能力が向上したことが、

テニスボール投げの測定値の変化につながったと考えられる。

10 ヶ月前後比較 （トレーニング実施群）



NPO 法人健康づくりフォーラム 
コオーディネーショントレーニング指導料 

 
①幼稚園・保育園対象運動教室 

内 容 対象・時間 料 金 

 
園児への運動指導 

 

対象：年少～年長児 
時間：60 分～120 分 

 
23,000 円／1 回 
24,840 円（税込み）

 

 
親子運動あそび 

 

対象：年少～年長児と保護者 
時間：60 分～120 分 

 
23,000 円／1 回 
24,840 円（税込み）

 
 

園児への運動指導 
トレーニング研修 

 

対象：年少～年長児 
時間：60 分～120 分 
研修時間：60 分～120 分 

 
25,000 円／1 回 
27,000 円（税込み）

 
  

教室料金 

積算表 

（23,000 円／1 回） 

年間実施回数 料金 税込み 

10 回 ¥230,000 ¥248,400 

15 回 ¥345,000 ¥372,600 

20 回 ¥460,000 ¥496,800 

◎実施時間や回数は園の課程や行事に合わせて調整いたします。 

◎体力測定（往復走・立ち幅跳び等）も実施できます。 

◎運動指導や親子教室の他、コオーディネーショントレーニングの研修、保護者向けの教室など、

ご希望に応じて実施いたしますのでご相談ください。 

 
②各種スポーツ団体、中学校・高校・大学部活動への指導・講習 

対象・人数 時間・内容 料 金 

希望に応じます 

コオーディネーショントレーニングおよび

フィジカルトレーニング指導 
時間：120 分～180 分程度 
・種目やトレーニング目的によって内容を

検討し実施します。 

 
25,000 円／1 回 
27,000 円（税込み）

※旅費・交通費別 
 



特定非営利活動法人健康づくりフォーラム 

　〒893-0014 

　鹿児島県鹿屋市寿2丁目14-5

　Tel.０９９４-４１-１１７６　

　Fax.０９９４-４５-５０８８

　E-mail：npo@hp-forum.jp

　URL：http://www.hp-forum.jp/

平成 28年度実施事業
◎幼稚園・保育所でのコオーディネーション運動教室の実施（あけぼの保育園，おおぞら幼稚園，

鹿屋幼稚園，信愛こどもの園，上小原認定こども園，平和保育園，かのこ幼稚園）

◎叶夢叶夢プロジェクト（小学生複合型スポーツ教室）の開催（鹿屋市）

◎コオーディネーション運動教室（幼児・小学生）の開催（鹿屋市，垂水市，志布志市，錦江町）

◎コオーディネーション運動教室（小学生）の開催（肝付町，姶良市，鹿児島市）

◎鹿屋市地域健康づくり教室の業務委託

◎いちき串木野市通所型介護予防事業での健康教室の実施

◎阿久根市通所型介護予防事業での健康教室の実施

◎薩摩川内市樋脇地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣

◎薩摩川内市下甑地区での通所型介護予防事業への健康運動指導士派遣

◎介護予防事業「ころばん体操」の指導（いちき串木野市、阿久根市、大崎町）

◎志布志市血糖値改善教室への健康運動指導士派遣

◎きりしま子ども発達支援センターとの連携事業でのスポーツ教室実施

◎鹿児島県 たくましい「かごしまっこ」育成推進事業の指導者派遣

　・鹿屋市立寿小学校　・鹿屋市立上小原小学校　・肝付町立国見小学校

　・肝付町立内之浦中学校　・錦江町立錦江中学校

◎志布志市立通山小学校での２年生親子学年レクリエーション（ 5/21）

◎鹿児島市立桜洲小学校 日曜参観での親子運動教室（5/22）

◎肝属地区スポーツ少年団指導者・育成母集団合同研修会（5/28）講師

◎曽於地区保育士研修会（6/4）講師

◎曽於地区スポーツ推進委員研修会（6/10）講師

◎鹿屋市つどいの広場“ひまわり”「親子で体を動かそう」（7/6）講師

◎鹿屋市スポーツフェスタ（10/10）コオーディネーショントレーニング体験

◎スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成講習会（10/15）講師

◎第15回鹿屋市親子体験健康教室（10/23）運動教室講師

◎「熊本未来への架け橋プロジェクト」応援 コオーディネーション運動教室の開催（11/13・11/23）

理事長　 奥村　晃久 （医師　健康運動指導士）

理　事　　中本　浩揮 （鹿屋体育大学講師）

理　事　　山中　隆夫 （鹿屋体育大学名誉教授　医師）

理　事　　佐藤　豊　（鹿屋体育大学教授）

理　事　　高司　佳代 （健康運動指導士）

理　事　　川尻　彰　（健康運動指導士）

監　事　　竹下　俊一 （鹿屋体育大学教授）健康づくりフォーラム




