
第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    いしかわ のりこ       

プログラム名 心と体のリフレッシュ★バランスボール講座 回数 3 回 

内容・概要 
バランスボールを使っての基本動作、ストレッチ、筋トレ、有酸素運動、リ

ラクゼーションを行います。 

対象者 
☑幼稚園 ☑小学生 ☑中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 ☑その他（障がい児） 
定員 10～15 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 

☐不要 

☑要（ボールレンタル代 300 円

（1回）） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（要相談） 

【１回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 バランスボールを使っての基本動作 

上半身のエクササイズ 

ヨガマット又はバスタ

オル、バランスボール

（あれば） 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 下半身エクササイズ 

小さいボールを使ってセルフコンディショニング 

ヨガマット又はバスタ

オル、バランスボール

（あれば） 

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 みんなで楽しくボールダンス 

ボールでレクレーション＆ゲーム 

ヨガマット又はバスタ

オル、バランスボール

（あれば） 

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    小牟田 健治       

プログラム名 健康講座 回数 複数 回 

内容・概要 
健康社会の実現に向けて予防医学に関する知識と意識の普及啓発活動の一環

として健康講座を実施する。 

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☑中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 ☑その他（事業所） 
定員 50 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☑やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（500円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（10,000円） 

【１回目の概要について】 

タイトル 認知症の予防 

必要時間 内容 材料、持ち物 

20分 

30分 

50分 

20分 

認知症とは 

認知症の原因 

認知症の予防方法・改善方法 

介護の方法 

筆記用具 

準備、備品 

マイク、スクリーン、コ

ードリール 

【２回目の概要について】 

タイトル 生活習慣病の予防 

必要時間 内容 材料、持ち物 

10分 

30分 

80分 

生活習慣病とは・生活習慣病の種類 

生活習慣病の発症原因 

生活習慣病の予防方法・改善方法 

※生活習慣病予防の講座は多岐にわたるため最低３回シリー

ズとなります 

筆記用具 

準備、備品 

マイク、スクリーン、コ

ードリール 

【３回目の概要について】 

タイトル 感染症の予防 

必要時間 内容 材料、持ち物 

10分 

30分 

80分 

感染症とは 

感染症の種類 

感染症予防対策 

筆記用具 

準備、備品 

マイク、スクリーン、コ

ードリール 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    渋谷 精康       

プログラム名 ディスコン体験教室 回数 1 回 

内容・概要  

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 12 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（200円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル ディスコンゲームで友達づくり 

必要時間 内容 材料、持ち物 

3時間 1．コートつくり 

2．ゲームの流れ 

3．ルール説明 

4．実技練習 

5．試合 

上履きシューズ、タオ

ル、水 

準備、備品 

ホワイトボード 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    菅原 眞       

プログラム名 ディスコン体験講座 回数 3 回 

内容・概要 ディスコンの実技をしながら、ルールやマナーを！ 

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☑不要 

☐要（） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

約 3時間 競技するコートの説明 

競技用具の説明 

競技の進め方を簡単に説明 

ディスクを投げて練習 

実技と実践（試合） 

水分補給のための飲み

物、上履き 

準備、備品 

動きやすい服装 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

約 3時間 前回の経験を生かし、実技・ルールともに精度を高めていく

（試合を通して）。 

質問を受ける。 

水分補給のための飲み

物、上履き 

準備、備品 

動きやすい服装 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

約 3時間 二度の経験を踏まえて、実技・ルールの精度を更に高める

（試合を通して）。 

質問を受ける。 

水分補給のための飲み

物、上履き 

準備、備品 

動きやすい服装 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    高松 法子       

プログラム名 
ココロとカラダをととのえるストレスフリーマインドフルネ

ス 
回数 3 回 

内容・概要 

日々の生産性 UP・ストレス軽減・創造力の向上・免疫力向上等、様々な効果

があるとしてプロアスリートや大企業等でも取り入れているマインドフルネ

スを実践を通してお伝えします。 

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☑中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 □その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（500円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（1,000円） 

【１回目の概要について】 

タイトル 五感でマインドフルネス 

必要時間 内容 材料、持ち物 

30分 

（時間は応相

談） 

マインドフルネスの基本の話と五感を使ったマインドフルネ

ス体験 

 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル リラックスマインドフルネス 

必要時間 内容 材料、持ち物 

45分 

（時間は応相

談） 

前回よりも少し長いマインドフルネスの時間を作り、より脳

疲労の回復をサポートします。 

 

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル 免疫力・集中力 UPマインドフルネス 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 

（時間は応相

談） 

3回目は更に実践の時間を長くし、よりマインドフルネスの

時間を感じていきます。 

 

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    高松 法子       

プログラム名 毎朝自分が好きになる美肌づくり講座 回数 3 回 

内容・概要 
自分に合ったスキンケアを知り、根本から美しく若々しい素肌づくりをする

ための講座です。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（2,000円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル 基本のスキンケア編 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 ・お肌のしくみ 

・正しいスキンケア 

・実践 

（講座は１回のみでも OKです。その場合、１回目の内容を

実践します） 

フェイスタオル２枚、

鏡（大きめ）、髪どめ 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル ベースづくり編 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 メイクアップで大切な「ベースづくり」 

時間が経っても崩れず美しいメイクのためのベースづくりの

ポイントを実践します。 

（前回の振り返りとして、基本のスキンケアも最初に行いま

す） 

フェイスタオル２枚、

鏡（大きめ）、髪どめ 

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル メイク UP編 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 メイクアップは心のアップ！ 

「自分らしさ」を大切にした、もっと自分が好きになるメイ

ク UPを実践します。 

フェイスタオル２枚、鏡

（大きめ）、髪どめ 

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    高松 法子       

プログラム名 楽しく学べるアロマのお手当て講座 回数 3 回 

内容・概要 
アロマって興味があるけど 

季節の体調に合わせたアロマケアを実践中心にお伝えします。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☐高齢者 ☐その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（1,000～2,000円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（応相談） 

【１回目の概要について】 

タイトル 癒しのハンドクリームづくり 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 季節や体調に合わせたオリジナルのアロマハンドクリームを

つくります。 

第２の脳といわれる手を癒すハンドマッサージも実践しま

す。 

フェイスタオル２枚 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル 首・肩・目の疲れスッキリアロマケア 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 血行促進をサポートするアロマを使用していきながら、疲れ

のたまりやすい首・肩や目の疲れを解消していきます。頭痛

の改善、リフトアップにも効果的です。 

お持ち帰りいただけるアロマトニックづくりもいたします。 

フェイスタオル１枚 

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル メリハリボディづくり 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 気になるお肉やたるみをスッキリ！メリハリボディにしま

す。脂肪燃焼をサポートするアロマに加え、体調や体質を見

ながら、その方に合ったアロマを選び、楽しく美しいボディ

づくりをサポートいたします。 

フェイスタオル１枚 

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    高松 法子       

プログラム名 環境と身近な日用品の繋がりを知ろう 回数 1 回 

内容・概要 

私たちの最も身近な日用品（洗剤、ハミガキ、シャンプーなど）がめぐりめ

ぐって空気や水、自然環境にどんな影響を与えるのか、私たちが過ごしやす

い地球はどんな風につくっていけるのかを楽しく分かりやすくお伝えしま

す。 

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☑中学生 ☐青年 ☐一般 

☐高齢者 ☐その他（） 
定員 20 名 

指導形態 
☐実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☑不要 

☐要（） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル 身近な日用品・化粧品が与える自然環境への影響をしろう 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 クイズなどを交えながら、私たちが毎日使う日用品や化粧品

が地球環境とどんな風に繋がっているか、自然環境を守るた

めにどんな日用品・化粧品を選べば良いかを考えたり、アド

バイスいたします。 

 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    高松 法子       

プログラム名 産前・産後のママのセルフケア 回数 3 回 

内容・概要 
妊娠中・産後に起こりやすい不調を改善・サポートするケアをアドバイスい

たします。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☐一般 

☐高齢者 ☑その他（妊娠中、産後のママ） 
定員 5 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（1,000円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル むくみやすい脚のケア 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 妊娠中、産後に疲労のたまりやすい脚の血流を良くし、スッ

キリ軽くしていきます。 

フェイスタオル２枚 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル 首・肩のコリ スッキリケア 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 疲れやすい首・肩のコリをスッキリ軽くするケアをお伝えし

ます。 

フェイスタオル２枚 

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル 腰痛改善ケア 

必要時間 内容 材料、持ち物 

60分 疲労のたまりやすい腰をスッキリ軽くしていくケアをお伝え

します。 

フェイスタオル２枚 

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    花岡 千恵子       

プログラム名 バランスボールでスローダンス 回数 5 回 

内容・概要 
バランスボールを使って体の歪みをとり、代謝のいい体づくり。音楽にのっ

てバレエの要素をとり入れ、ゆっくり楽しくしなやかな筋肉作りをする。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 20 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 

☐不要 

☑要（300円【ボール・ヨガマッ

トレンタル】） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（応相談） 

【１回目の概要について】 

タイトル 正しい基本姿勢と簡単な動きをマスターしよう 

必要時間 内容 材料、持ち物 

1時間 45分 自分の筋肉や骨格を意識できるよう導きながら、正しい基本

姿勢を作る。 

まずは体重移動の少ない乗り方で筋膜リリース。ゆがみをと

っていきます。 

バランスボール 

ヨガマット 

準備、備品 

CDラジカセ 

【２回目の概要について】 

タイトル 体重移動のある乗り方をしてよう 

必要時間 内容 材料、持ち物 

1時間 45分 ボールの転がりを利用し、体重移動しながら、ゆっくりダイ

ナミックな動きをしてみよう。 

バランスボール 

ヨガマット 

準備、備品 

CDラジカセ 

【３回目の概要について】 

タイトル 動きを組み合わせてファンクショナルエクササイズ 

必要時間 内容 材料、持ち物 

1時間 45分 動きを組み合わせると、複数の筋肉を同時にトレーニングで

きる。脳トレにもなる。 

動きの神経回路と筋肉を同時に刺激しよう。 

バランスボール 

ヨガマット 

準備、備品 

CDラジカセ 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    森田 秀作       

プログラム名 免疫力でコロナに勝とう 回数 1 回 

内容・概要 ハーブをはじめ、複数の角度より、免疫力上昇や自然治癒力を学ぼう 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☐一般 

☐高齢者 ☑その他（だれでも） 
定員 20～30 名 

指導形態 
☐実 技  ☑講 義 

☑その他（プロジェクター） 
専 門 度 

☐気軽に楽しむ  ☐一般的  

☑やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（300円【コピー代】） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（応相談） 

【１回目の概要について】 

タイトル 免疫力でコロナに勝とう 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 健康対策に「免疫力上昇」がある。 

複数の角度より、「免疫力」を学ぶ。 

筆記用具 

準備、備品 

プロジェクター 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

 


