
令和 4年 5月 6日

報道関係者各位

スポーツ庁、高知市、高知市教育委員会後援

「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会兼「0歳からの立腰・体幹遊び」講座開催

について

「0歳からの立腰 `体幹遊び l講師養成講習会兼 10歳からの立腰・体幹遊び」講座を、高

知市、高知市教育委員会のご後援を頂き、別紙の通 り、令和 4年 7月 17日 (日 )、 10時～

16時 15分、高知市ちより街テラスちよテラホールにおいて、開催 しますので、ご取材賜れ

ば幸甚です。

怪我をしやすい子供、正 しく座れない子供、落ち着きがない子供が増えてお りますcその

理由は、姿勢が悪く、 |´体幹 |が育っていないからc体幹の身についた子供は、美 しい姿勢

になり、運動能力が高まり、学力も向 上lし ますっ人間形成の礎石となる「三つ了̂の魂」を育

むことが必須です。

また、いじめ、不登校、暴力行為、骨折、発達障害、アレルギーー等 |=1本 の子供の憂慮すベ

き現代的 (社会的)課題を克服するためには、立腰 (り つよう、腰骨を立てる)、 体幹、姿

勢、食事が重要な要素ではないか、「0歳からの立‖要・体幹遊び」で身体も心も健全にして

はと考えます。

そのために、幼稚国、小学校教諭、認定こども園保育教諭、保育園保育十対象の「0歳か

らの立腰 。体幹遊び 1講師養成講習会及び子育て中の保護者対象の「0歳からの立サ1要・体幹

遊び」講座を開催 します。

立腰、体幹遊び、姿勢・挨拶、 1マナーキッズ」調べ、食 と健康 (健康の鍵は 5歳位まで

に決まる腸内細菌)と いう内容です。

令和 3年 9月 23日 (本)大阪府東大阪市、令和 3年 11月 21日 (日 )埼玉県本庄市で開

催 しましたが、横展開するもので、こども家庭庁の施策の一つになることを FI指 してお り、

昨年 12月 23日 (本 )、 野田聖了―子ども政策 }H当 大臣に面談 しました。 (要望事項、動画ダ
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何卒よろしくご高配の程お願い中し上げます。

敬具

お問合わせ先

公益社団法人マナーキッズ。プロジエクト理事長 間中国出男

電話 :03-3339-6535 FAX:03-6426‐ 15“ E■■ail:會鐘ce365@mannerkids.or』 P
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公益社同法人マナーキッズプロジェク ト



怪我をしやすtヽ子供、正しく座れない子供、落ち着きがない子供が増えている。

その理由は、姿勢が悪く、「体幹」が育つていないから。

体幹の身についた子供は、美しい姿勢になり、運動能力が高まり、学力も向上する。

3歳からでは遅い、0歳から乳幼児・児童の発達に応じた「立腰・体幹遊び.」 で、子供の心も体も健康に!!

人間形成の礎石となる「三つ子の魂」を育むことが必須!!
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令和4年 7月 17日 (日 )10時～16時 15分 (9時30分受付開始)
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高知県高知市 ちより街テラス ちよテラホール

住所 :〒 78卜 0806高 知県高知市知寄町2-1-37 電話:088-883-5444

最寄り駅 :知寄町二丁目駅 徒歩2分

江 寄 尚 子 幅 岡県福岡市清水保育園長 0歳からの立腰教動

居 関 達 彦 (公益財団法人外遊び体育遊異協会 安田式体育遊び研究所所長 運動遊 びが子供の脳とからだを鍛 える )

道 見 重 信 (一般財団法人食と健康財団理事長 食と健閣

日中日出男
(公益社団法人マナーキッズ

=ブ
ロジェクト理事長 マナーキッズ.体幹遊び教室司会進行要領、「マナーキッズ

=」
調べ、

根本正雄根本わくわく体操教室代表 0歳からの体幹遊び、

鈴木万亀子小笠原流礼法的伝総師範 日本の伝統的な美しい姿勢 挨拶 .家庭の躾を紹介 )
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開会挨拶、開催趣旨説明(田中日出男)

0歳からの立腰教育(江寄尚子)

運動遊びが子供の脳とからだを鍛える(居 関連彦)

昼食

運動遊びが子供の脳とからだを鍛える(居 関連彦)

マナーキッズ.体幹遊び司会進行要領 含む

日本の伝統的な美しい姿勢挨 拶、「マナーキッズ.」調べ(田中日出男)

休憩

食と健康、健康の鍵は3～ 5歳位までに決まる腸内細菌(道見重信)

修了証授与、閉会挨拶

「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会受講者 10,000円 (教材費2,000円含む)

「0歳からの立腰・体幹遊び」講座受講者 2.000円

「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会受講者には

「0歳からの立腰・体幹遊び」講師養成講習会修了証を交付します。
銀圏国D

颯羅諷議 各50名以内(先着順)

範国醒D

小学校・幼稚園教諭、認定こども園保育教諭、保育士、校長、園長、元教諭、元保育士、元校長、元園長、

各スポーツ、音楽・文化活動指導者、シニア、学生、その他マナーキッズ の゙普及活動に関心のある方々。

なお、「0歳からの立腰・体幹遊び」講座は、子育て中、これから子育てをする保護者が対象です。

運動ができる服装 運動靴

右記の参加申込フォームからお申込みください。

定員に達した場合は、

令和 4年 7月 9日 (金 )ま でにご連絡します。

主催

〒166-0002東 京都杉並区高円寺北3-22-3デ ルコホームズ4階 TEL1 03-3339-6535 FAX103-6426-1580
E― mall:olice365(⊇ mannerkids orip URL:http:′″w vvぃ′mannerkids oriOI

公益社団法人

マナーキッズ。プロジェクト
スポーツ庁 高知市 高知市教育委員会
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立腰

(腰骨を立てる)
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0歳からの体幹遊び.まず、お例を

ウンと後ろに

引く

次にお尻の

やや上方の

腰骨をでき

るだけ前方
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森信三氏 (教育哲学者)提唱

協カ ー般社団法人実践人の家 NPO法人人の土台づくり 冨山房インターナシ ヨナルよ り発刊

いじめ、不登校、暴力行為、骨折、発達障害、アレルギー等

日本の子供の憂慮すべき現代的 (社会的)課題を

このまま放置していいでしょうか?

りつよう

「0歳からの立腰・体幹遊びe」 により、姿勢が良くなり、

「学力が向上する」「スポーツが上達する」基盤作りになります

「マナーキッズe」調べ 姿勢・挨拶

「よろしくおねがいします」

「ありがとうこざいます」と

言ってからからだをたおす

食と健康

彙分畿
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