
JMREC認定
インストラクター

講師

音レク指導士
養成講座
3級修了生

未受講者 一般 会員

1 5/19（日）　　10：00～ 堀越　美和 ● ● ● 音楽でセルフケア～音楽というサプリメントを持とう～ 120 5000 2000

2 5/19（日）　　14:00～ 堀口　直子
90分セミナーの手法～新しい提案方法～
理事長のレジュメ・パワーポイント付録付き

120 - 5000

3 6/30（日）　　10：00～ 大井　嘉七美 ● ● ●
介護予防における筋力向上、姿勢改善の運動講座
～正しいボディイメージを持ってマインドフルに動いてみましょう~

90 5000 2000

4 6/30（日）　　14：00～ 松林　純子 ● ● ● 楽しみながら身体を動かす”チェアエクササイズ” 90 5000 2000

5 7/12（金） 10：00～ 東京
中道　正彦※
田巻　和子※

● ● 手話歌フォローアップ① 120 6000 3000

6 8/4（日） 10：00～ 名古屋 石川　由佳 ● ●
「音レク　スキルアップ」
～レクネタレパートリーを増やそう！～

90 5000 2000

7 8/4（日） 13:00～ 名古屋 堀　享子 ● ● 脳イキイキ認知症予防 90 5000 2000

8 8/4（日） 15：10～ 名古屋 石川　由佳 ● レクリナの活用と展開について（レクリナを使ってアンサンブル） 120 5000 2000

9 9/8（日） 10：00～ 東京
中道　正彦※
田巻　和子※

● ● 手話歌フォローアップ② 120 6000 3000

10 9/8（日）　　14：00～ 東京 小野　江里子※ ● ● ●
「幸せ」と「生きがい」実現の成功事例
～コミュニティリーダー、音レクリーダーとしてのマインドマネジメント
～

120 6000 3000

11 9/15（日） 14：00～ 大阪 橘　千鶴 ● ● ●
たちばな流・健康塾
～認知症予防・介護予防のための楽しい健康塾実施法～

90 5000 2000

12 10/27（日）　　10：00～ 東京 武田　永子 ● ●
「音レク　スキルアップ！」
～認知症の方に向けた音レクの留意点～

90 5000 2000

13 10/27（日）　　14：00～ 東京 堀越　美和 ● ● 3級テキストの音レクを3倍にする方法 120 5000 2000

14 11/24（日）　　10：00～ 東京 堀越　美和 ● ● 音レクプログラムの作成～楽しい1時間プログラムを作ろう 120 5000 2000

15 11/24（日）　　14：00～ 東京 堀越　美和 ● ● ● 懐メロを知ろう～曲を知らなきゃ始まらない～ 120 5000 2000

※最低催行人数：各教室とも10名 ※ご受講対象の条件にご注意ください。
※会場に関する詳細は、2か月前に公開いたします。

特別講師紹介　　　　　　　　　　　　

東京
（板橋区企業活性化

センター）

日程 時間 会場
担当講師

（JMREC認定講師
※特別講師）

ご受講対象

回

2019JMREC　フォローアップセミナー　ラインナップ

時間
（分）

受講料（予定）

東京
（新宿文化センター） JMREC認定　90分セミナー講師対象

テーマ

＜＜講師＞＞第!"回担当
小野江里子 プロフィール

表示灯株式会社にて企画開発部門役員を務め、駅周辺案内

図、自治体マップなどを標準化させる。結婚を経て主婦、母親

業の傍ら、女性を応援、輝ける場を提供し、企業ママ達やア

クティブな女性を応援する活動に日々取り組んでいる。

一般社団法人日本音楽レ・クリエーション指導協会顧問。

＜＜講師＞＞第#回、$回担当
田巻和子 プロフィール

!$#!年生まれ。%"!"年突発性難聴により聞こえなくなった母の苦し
みを和らげたいと思い日本テレビ小鳩文化事業団手話スクールに入

学。

%"!%年手話コーラスグループ 『&'()*+,*-./01』 代表に就任。%"!2
年手話通訳コース修了、来る東京オリンピックにボランティアとしての

参加を目指す。

＜＜講師＞＞第#回、$回担当
中道正彦 プロフィール

!$33年生まれ。!$24年早稲田大学理工学部卒。蛇の目ミシン工業
にて日本製ミシンの世界普及を計る。同社副社長を退任、

%"!!年聴覚障害者支援の目的で手話の勉強を始め、全国手話検定
!級を取得し、手話を通じてボランティア活動を行う。



コミュニティリーダー、音レクご担当、音楽レクリエーション指導士養成講座修了生の皆様 2019/3/7現在

一般社団法人日本音楽レ・クリエーション指導協会 宛

回 ご希望の回に○をつけてください 会場 会員 一般

1 5/19（日）　　10：00 ¥2,000 ¥5,000

2 5/19（日）　　14：00 ¥5,000 -

3 6/30（日）　　10：00 ¥2,000 ¥5,000

4 6/30（日）　　14：00 ¥2,000 ¥5,000

5 7/12（金）　　10：00 東京 ¥3,000 ¥6,000

6 8/4（日）　　　10：00 名古屋 ¥2,000 ¥5,000

7 8/4（日）　　　13：00 名古屋 ¥2,000 ¥5,000

8 8/4（日）　　　15：10 名古屋 ¥2,000 ¥5,000

9 9/8（日）　　　10：00 東京 ¥3,000 ¥6,000

10 9/8（日）　　　14：00 東京 ¥3,000 ¥6,000

11 9/15（日）　　14：00 大阪 ¥2,000 ¥5,000

12 10/27（日）　10：00 東京 ¥2,000 ¥5,000

13 10/27（日）　14：00 東京 ¥2,000 ¥5,000

14 11/24（日）　10：00 東京 ¥2,000 ¥5,000

15 11/24（日）　14：00 東京 ¥2,000 ¥5,000

※会場については、
2か月前に確定します。

合計

受講料の納入について
※ お申込み日より1週間以内に下記口座にお振込くださいませ。

東京信用金庫　中村橋支店
普通　　0001167
シヤ）ニホンオンガクレ．クリエーシヨン

※ ご入金を確認後、FAXにて受講証をお送りいたします。

※ キャンセルについては、ご受講の1週間前までに書面にてご連絡くださいますよう 事務局使用欄
お願い申し上げます。 （入金確認） （受講証）  

※ ご受講予定の1週間前までにご連絡のない場合は、ご返金いたしかねますので
ご了承ください。

一般社団法人日本音楽レ・クリエーション指導協会　事務局

※受講証をFAXにてお送りいたしておりますので、受信可能な番号をご記載ください

＠

　　①メルマガ　　②HP　　③Facebook・Twitter
　　④会員からの紹介
　　（紹介された会員の氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2019年度　フォローアップセミナー　受講申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　・会員　　　　　　　　　　　　　　　　・音レク指導士3級修了生　　　　　　・一般
　　（会員№　　　　　　　　　　）　　　　　（　　　　年　　　　月受講）

東京（新宿文化センター）
最寄駅：東京メトロ「東新宿」「新宿三丁目」

東京（板橋区企業活性化センター）
最寄駅：JR「浮間舟渡」

お名前（よみがな）

受講属性
※○をお付けください

連絡先
※○をお付けください

（　ご自宅　・　お勤め先　）

電話

FAX
※受講証の受取りが可能な番号をご記

載ください

メールアドレス(必須）

受講の動機
（○をつけてください）

現場ですぐにお役立ていただける

レクネタの増やし方や、手話歌、エクササイズなど、充実の内容！！

※各回 定員になり次第、締め切らせていただきます！

お早目のお申し込みをお待ちしております！

※ラインナップは、別表をご参照ください！


