
主催 ： こころ・からだ・すこやか体操企画

シナプソロジー普及員養成講座（オンライン）

五感の刺激により脳内のシナプスの働きを活性化！

【シナプソロジーとは】
視覚・聴覚・触覚などの感覚器へ、さまざまな刺
激を与え続けながら、動くことを通して、注意機
能や判断力などの認知機能を高め、活動的快の
心理的向上が得られるなど、脳を活性化させるこ
とを目的としたプログラムです。

【特徴】
・狭いスペースでも実施可能です。（場所を選ばない）
・短い時間での成果が期待できます。（１０～２０分）
・参加者に応じてレベル設定が行えます。
（年齢・性別・体力レベルなど）

・１対１から１対複数と幅広い人数に対応可能です。

【検証結果!!】

■手先の器用さが向上
■判断時間が向上
■脳の認知機能が向上
■爽快感が向上・緊張

・興奮・疲労感・抑うつ
・倦怠感が低下

誰もが楽しく脳の活性化ができる「シナプソロジー」！ フィットネスクラブ・介護施設・学校や幼稚園・地域の活
動・企業内での研修など、「シナプソロジー」は全国各地、さまざまな分野で活用されています。「シナプソロ
ジー普及員養成講座」にご参加頂くと、皆様のご家族や職場、地域の活動など、身近な場所でシナプソロジー
を実施できるようになります。

【活用展開と可能性】
・高齢者の健康増進プログラムとして
・子供の知育・発育のプログラムとして
・スポーツトレーニングのカリキュラムとして
・企業の生産性向上の手法として

教育
トレーナー
（養成コース修了者）

インストラクター

（養成コース修了者）

普及員

(養成講座受講者）

【シナプソロジー教育トレーナー】
プログラムや、体験セミナーの実施に加え、
①インストラクター養成コースの主催、講師
②普及員養成セミナーの講師
③ワークショップの開催が可能。

【シナプソロジーインストラクター】
プログラムや、体験セミナーの実施
が可能

【シナプソロジー普及員】
限られた種目のプログラムを実
施することが可能

日時 ２０２２年７月２３日(土) １０：００～１１：３０
場所 ネット環境が整い、集中して受けられる場所



シナプソロジー普及員養成講座 概要
【対象】 シナプソロジーにご興味のある方すべて
【日時】 ２０２２年７月２３日(土) １０：００～１１：３０ 【定員】 ４名
【場所】 ネット環境が整い、オンライン研修が集中して受けられる場所
【受講料】 ４９５０円（税込） テキスト・ツール・登録料含む

再受講の方 ３８５０円（税込・ツール無し）

【講師】 石井誠（シナプソロジーアドバンス教育トレーナー）

【内容】 シナプソロジーを５種目体験して頂き、その体験した種目を職場家族、サーク
ル仲間などの身近な方に実施出来るようになります。

フリガナ ご職業

□一般　　□登録員（登録番号　　　　　　　）　　　　　　　

生年月日

入金予定日

　　　月　　　日

TEL (携帯・自宅）

参加日 7/23(オンライン）

ご住所

お名前
(男・女) 　　　　　年　　　月　　　日

メールアドレス

　　　　＠

〒

◆申込用紙に記載された個人情報は、シナプソロジー研究所、及び

こころ・からだ・すこやか体操企画主催 各種セミナー・養成コースに関
するお電話やダイレクトメール送付などのために利用いたします。

上記の内容をFAXもしくはEメールにてご送信下さい。お問い合わせ 090-5974-6685
FAX 0798-77-3626 Eメール ishii@sukoyaka-taiso.com

【申し込み方法】以下の方法にて承ります
●ホームページ 【すこやか体操企画】で検索
●シナプソロジー研究所ホームページから
●下記記入の上 FAXにて
折り返し受付確認のご連絡を差し上げます
②その後ご入金ください

【振込先】 りそな銀行 西宮支店
（普） 0252155
ｺｺﾛ．ｶﾗﾀﾞ．ｽｺﾔｶﾀｲｿｳｷｶｸ ｲｼｲﾏｺﾄ

オンラインアプリ【ZOOM】を活用します。カメラ・マイク機能が付いているパソコン・タブレット・スマート
フォンにて受講できます。設定・操作に不安のある方は、事前にご案内いたします。

●お振込みの際、お申込み者の
お名前の前に『 SNP 』をつけてお
振込みください。
●お申込み後１週間以内にお振

込みください。振込み手数料は各
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。
●納入いただいた参加費は一切
返金できませんので予めご了承く
ださい。
●領収書は【振込票兼領収書】に
て代用させていただきます。


開催申請書

				シナプソロジー普及会御中　（ルネサンスフィットネス教育研究所内） フキュウ カイ オンチュウ キョウイク ケンキュウ ジョ ナイ



				■シナプソロジー普及員養成講座の開催を申請します。 フキュウ イン ヨウセイ コウザ カイサイ シンセイ																								2013.5改定版 カイテイ バン



				開　　催　　申　　請　　書 カイ サイ サル ショウ ショ												2013		年 ネン		7		月 ガツ		23		日 ニチ		（火　） カ

				コ　ー　　ス名 メイ		シナプソロジー普及員養成講座 フキュウ イン ヨウセイ コウザ										主　催 オモ サイ				こころ・からだ・すこやか体操企画 タイソウ キカク

				申　　請　　者 サル ショウ シャ		石井　誠 イシイ マコト										連絡先（TEL） レンラクサキ				090-5974-6685

				開　　催　　日 カイ サイ ヒ		2013 年 ネン		９ 月  　　２８　日 ガツ ニチ						（土　） ド				13:30						～		16:30

				金　　　　　額 キン ガク		￥6,300（税込） ゼイコミ								規定以外
設定価格 キテイ イガイ セッテイ カカク						定員 テイイン				20名 メイ

				講　　　　　師 コウ シ		石井　誠 イシイ マコト

				会　　　　　 場 カイ バ		施　設　名 シ セツ メイ		：		奈良県社会福祉総合センター　５階研修室A ナラケン シャカイ フクシ ソウゴウ カイ ケンシュウシツ

						住　所 ジュウ ショ		：		〒634-0061　奈良県橿原市大久保町３２０－１１ ナラケン カシハラシ オオクボ チョウ

						連絡先（ＴＥＬ） レンラクサキ		：		0744-29-0111

				申込み・お問合せ先 モウシコ トイアワ サキ		こころ・からだ・すこやか体操企画　石井　090-5974-6685   　ishii@sukoyaka-taiso.com タイソウ キカク イシイ

				レンタルツール		　□　必要 ヒツヨウ				　☑不必要 フヒツヨウ						※レンタルツール
 1セット・・・お手玉 赤・青30セット、スカーフ30枚 テダマ アカ アオ マイ

				普及会HPでの告知 フキュウ カイ コクチ		　☑希望する キボウ				　□　希望しない キボウ						備　考 ソナエ コウ				チラシも告知ページにてリンクをお願いします。（後日、提出） コクチ ネガ ゴジツ テイシュツ



						参加者数決定後、開催10日前までに、以下をご記入の上、申請してください。 サンカシャ カズ ケッテイ ゴ カイサイ ニチ マエ イカ キニュウ ウエ シンセイ





				■シナプソロジー普及員養成講座テキスト・普及員認定カード　/　レンタルツールを依頼します。 フキュウ イン ヨウセイ コウザ フキュウ イン ニンテイ イライ



				　　テキスト・普及員認定カード　/　レンタルツール 発注書 フキュウ イン ニンテイ ハッチュウ ショ														年 ネン				月 ガツ				日 ニチ		（　　　　）

				発注部数 ハッチュウ ブスウ		テキスト						部 ／  認定カード ブ ニンテイ						枚 マイ		※普及員認定カードは登録料に含まれて
　います。 フキュウ イン ニンテイ トウロク リョウ フク

				金　　　額
※発注部数と金額が異なる
　　 場合は、理由を空欄に
ご記入ください。 キン ガク ハッチュウ ブスウ キンガク コト バアイ リユウ クウラン キニュウ		（a） テキスト　￥525×										部 ブ		＝		￥

						（ｂ） 登録料(認定カード）   ￥1,050× トウロク リョウ ニンテイ										人分(枚) ニンブン マイ		＝		￥

						（C） レンタルツール　￥3,150×										セット		＝		￥

										合計金額　（a）＋（b）+（c）＝ ゴウケイ キンガク								￥						（税込） ゼイコミ

										※別途請求書には、開催申請料　売上の10％と送料実費を含みます。 ベット セイキュウショ カイサイ シンセイ リョウ ウリアゲ ソウリョウ ジッピ フク

										※登録料は認定カードの発注枚数になりますので、発注枚数分請求させて頂きます。 トウロク リョウ ニンテイ ハッチュウ マイスウ ハッチュウ マイスウ ブン セイキュウ イタダ

				ツール・テキスト
送付先
※会場と異なる場合は
ご記入ください。 ソウフ サキ カイジョウ コト バアイ キニュウ		施　設　名 シ セツ メイ		：

						住　所 スミ ショ		：		〒

						担  当  者 タン トウ シャ		：								連絡先（TEL） レンラクサキ

				請求書宛名 セイキュウショ アテナ		　



				　※養成講座報告書ご提出後、請求書を発行致します。着後、1週間以内に所定の口座にお振込みお願いいたします。 ヨウセイ コウザ ホウコクショ テイシュツ ゴ セイキュウショ ハッコウ イタ チャクゴ シュウカン イナイ ショテイ コウザ フリコ ネガ

				　※余ったテキスト・認定カードは、事前に連絡の上新品の状態でご返却頂くか、次回の開催でご使用ください。 アマ ニンテイ ジゼン レンラク ウエ シンピン ジョウタイ ヘンキャク イタダ ジカイ カイサイ シヨウ



				【送　付　先】 ソウ ツキ サキ		E-mail　:　synap@s-renaissance.co.jp										　　件名　：　シナプソロジー開催申請　/　発注書 ケンメイ カイサイ シンセイ ハッチュウショ
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						フリガナ				ご職業 ショクギョウ

						お名前 ナマエ		(男・女) オトコ オンナ		□一般　　□登録員（登録番号　　　　　　　）　　　　　　　 イッパン トウロク イン トウロク バンゴウ

										生年月日 セイネン ガッピ		　　　　　年　　　月　　　日 ネン ガツ ニチ

						ご住所 ジュウショ		〒						入金予定日 ニュウキン ヨテイビ

														　　　月　　　日 ガツ ニチ

						TEL		(携帯・自宅） ケイタイ ジタク		メールアドレス

						参加日 サンカ ビ		7/23(オンライン）		　　　　＠
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