百花繚乱のソマティックなワーク、セラピーをたっぷりと体感する豊かさ。
代々木の杜で、
「今、ここ」を味わう、
素晴らしい秋の一日を一緒に過ごしましょう。

こころとからだを
つなぐもの。

SPNについて
「ソマティック・フェスタ」の 企 画 運 営をするS P N（ソマティック・プラクティショナー・ネットワー ク）は 、様 々 な 種 類 のソマティック

SPN

スやソマティック心理 療 法 の 実 践 者によるネットワークです。
日本ソマティック心理 学 協 会 の 会 員有 志を主体 に 構 成されています。

Somatic
Fest

ソマティックな 学 びと実 践 に お いて、お互い の 切 磋 琢 磨 を 通じて、その 普及をサポートすることを目的としています。多くの人に、百 花
繚 乱 、豊 か なソ マティック な 体 験 の テ イストを 味 わってもらいた い 、そ れ なら自 分たち の 手で、そ の 機 会 を 作り出して い こうという
S P Nメンバーの 熱 い思いから、「ソマティック・フェスタ」の 企 画が 進 行し、今 回の 実 現へといたりました 。

日本ソマティック心理学協会（JASSP）について

JASSP

身 体 と心 の つな がりの 回 復、ボディ・マインド・スピリットの 統 合 のた め、諸 領 域 の 垣 根 を 取り払って広く深く学 ぶ 窓 口の 提 供 を目的
に、2 014 年に 設 立されました 。
ソマティックス、ソマティック心 理 学 、そして身 体 性に 根ざした スピリチュアリティの 分 野で 活 躍 する 心 理 学 などの 学 者、身心 技 法 の
実 践 家 などによって 結 成され 、日本を代 表 する組 織として成 長しています。

申込方法
問い合わせ先

こちらからお申し込みください。
https://spnworkshop.handcrafted.jp/
soma.pra.net@gmail.com

10月15日（土）
・16日（日）連続イベント：JA SSP 第3回大会@日本大学
詳細HP

somaticjapan.org

第2 回 ソマティックフェスタ

2016年10月14日（金）10 : 00〜20 :30

国立オリンピック記念青少年総合センター

※受付は1F工芸室となります

「ソマティック」
「ソマティック」とは、生き生きとした身体(Soma)を通じた
とは？
体験的な学びを意味します。

WHAT'S
S o matic?

身体だけのエクササイズではありません、頭だけの学習ではありません。
本来的に身体と心理は一体で、分けることはできないのです。
様々なボディワーク、ダンス、セラピーなどを通じてココロとカラダのつながり、
統合を大切にしていく基本態度が「ソマティック」といえるでしょう。

〈企画運営〉SPNソマティックフェスタ実行委員会
〈主催〉日本ソマティック心理学協会（JASSP）

ワークショップ受講
各種セッション

3,000円（当日3,500円）
2,000円（当日現金払い）

http://somaticfest.jp/
〈企画協力〉

株式会社 ホリスティックケア研究所

ジャンル

カルチャー棟1F・小練習室10 カルチャー棟1F・小練習室11 カルチャー棟1F・小練習室12

〜

カルチャー棟2F・和室2

ソマティック・エデュケーション

ソマティック・エデュケーション

ソマティック・サイコセラピー

ソマティック・アーツ

ソマティック・アーツ

ボディワーク／その他

ボディワーク

身体心理療法

東洋／ボディワーク

日本／ボディワーク

10:00

11:30

カルチャー棟2F・和室1

会 場 カルチャー棟4F・中練習室41 カルチャー棟4F・中練習室43
ジャンル

ソマティック・アーツ

ソマティック・アーツ

身体術／ダンス

身体術／ダンス／ミュージック

コ2presents 身体術

森部 高史

髙野 雅司

秋山 綾子

花丘 ちぐさ

岩下 徹

習志野 青龍窟

toda miki

moribe takashi

takano masaji

akiyama ayako

hanaoka chigusa

iwashita toru

narashino seiryukutsu

HTI認定ヒーリングタッ
チ・プラクティショナー
/インストラクター

米国RISI公認ロル
ファー／全 米 公認アス
レティックトレーナー

心理学博士(Ph.D.)／ハ
コミセラピー 公認シニ
アトレーナー

ヨガ指 導 者（インド中
央政府認定）／医科学
修士／理学療法士

日本舞踊坂東流師範
ソマティック・エクスペリエ
ンス・プラクティショナー

舞踊家（山海塾舞踏手
/ 即興ダンス）

江戸隠密武蔵一族 大番
頭／松聲館技法研究員

ヒーリングタッチ

ロルフィング流、目から始まる場の空気

ハコミ･セラピー

インド・トラディショナル・ヨーガ

踊って感じる！日本舞踊

ボディ・マインド・スピリットをバランスさせる

目の使い方で変わること

マインドフルネスから始まる心身の気づきと癒し

伝統的スタイルの叡智を体感する

日本古来から伝わる動きの癒しの力

ヒーリングタッチの簡単な解説の後、ご自身
やご家族、ご友人に使えるヒーリングタッチ
のテクニックを３つ学びます。エネルギーを
感じたり、グラウンディングの練習も行いま
す。エネルギーワークは、初めてという方、セ
ルフケア、ホリスティックケアにご興味のある
方、どなたでもご参加いただけます。

使い方やその意識を汲み取るだけで場の空気
を変えてしまうパワフルな存在、それが目で
す。この講座では普段、あまりにも当たり前に
使っている目を意識することで起こる多くの
変化に気づき、目のワークを通じてそれが身
体全体に及ぼす影響、そして場に及ぼす力を
観察していきます。

ハコミ･セラピーは、代表的なソマティック心理
療法のひとつ。仏教瞑想を源流とするマインド
フルネスを心理療法に応用した先駆けでもあ
り、その繊細で柔和な進め方は、西洋人とは異
なる日本人の心理的傾向にとても合ったもので
す。身体への働きかけから始める、簡単なハコ
ミの体験をしていきます。

インド・カイヴァリャダーマヨーガ研究所で伝
えられている伝統のスタイルで行うヨーガ。
その特徴は「閉眼・自然呼吸・ゆっくり優しく
動く」。さらに、ひとつひとつのポーズの間に
リラックスの時間を設けます。実にシンプル
ですが、じっくり自分と向き合うことで、意外
なほどの体感を得ることができます。

日本のおどりは、天岩戸の前で踊った天宇受売
命（あめのうずめのみこと）が始まりと言われ、
日本舞踊は筋膜を緩め、インナーマッスルを鍛
え、癒しのパワーを高めます。盆踊りには、天と
地をつなぐ祈りのパワーが込められています。
歌舞伎の型や立ち廻りを体験してみませんか？
命の輪が一体となる盆踊りを踊りましょう！

10:0 0

即興ダンスワークショップ
誰しもが慣れ親しんでいる自らの身体を改め
て感じることから始めます。出来るだけ丁寧
に内なる感覚を確かめてゆくことで、何気な
い日常的な動きでも、速度や質感の違いによ
りかなり異なって感じられることでしょう。何
よりも〈いま・ここ〉で〈個〉
〈個〉の身体が本
当に感じていることを大切にしてください。

甲野 善紀

小関 勲

kohno yoshinori

koseki isao

武術研究家

小関アスリートバランス
研究所代 表／バランス
トレーナー

忍術に学ぶ身体鍛練法

甲野善紀×小関勲 対談＆ヒモトレ講座

忍者の技はどんなものなのか？そもそも忍者
とは何か？そんな疑問にお答えしながら今日
にも活かせる忍者の知恵をご一緒に稽古致し
ましょう！歩法、呼吸法などこれまでの経験
から見えてきた世界をご紹介致します。

本クラスはテレビや雑誌、講演、執筆など多方面で活躍する武術研究家・甲野善紀師範と、多
くのアスリートの指導をはじめ、一般の人向けにもカラダの使い方を指導するバランストレー
ナー＆ヒモトレⓇ創始者の小関勲先生が、
「ヒモ一本を巻くだけでカラダが整う！」と近年注目
を集めている ヒモトレ をご紹介します。
ヒモトレは現在、特別支援学校や在宅ケアの現場でも使われ、
「軽くカラダに巻くだけでOK」
という手軽さと効果が注目されています。講座ではお二人による対談と、参加者に体験して頂
きながら簡単な使い方をご紹介する予定です。

少しずつ自由になるために

11:30

カルチャー棟B1F・リハーサル室1・2

ソマティック・アーツ

戸田 美紀

〜

会 場

ヒモが導く身体の可能性

＊女性のみ

〜
〜

瀬戸嶋 充

長谷川 智

渕上 久美埜

渡辺 文

駒井 雅和

oyama rieko

mikami mutsuko

wakao hidemi

akagi kanae

setojima mitsuru

hasegawa satoshi

fuchigami kumino

watanabe aya

komai masakazu

Polestar Pilares Studio
Pilates Conservatory®
認定

クラニオバイオダイナミ
クス／心理・クレイセラ
ピスト

ソ マティック・エクス
ペリエンス プラクティ
ショナー（SEP）

ヨーガ・セラピスト
ボディワーク通 訳・翻
訳者

人間と演劇研究所代表

山伏／ホネナビシニア
ディレクター（パワーハ
ウス）

米 国 ロ ー ゼ ン インス
ティテュート®認定ムー
ヴメントティーチャー

ロシア武術システマ公
認インストラクター／グ
ラフィックデザイナー

韓氏意拳中級指導資格
保持／本体組技研究会
主宰

ソマティック・エクスペリエンス（SE療法）

心と身体のデトックス、クラニオセイクラル・バイオダイナミクス

トラウマと自律神経

ジョセフ・ピラティスが身体と心の調和を目的
とし「コントロロジー」と名付けたピラティス
は、本来専用マシンを使うプライベートセッ
ションが基本であり、マットエクササイズはと
ても難しいものです。よく知られる「ハンドレッ
ド」を中心に、動きの癖や左右のバランス、呼
吸を感じ、自分の身体を知るクラスです。

「身体の声を聴く」ボディワークであり、エ
ネルギーワークです。ワークをする人はまず、
自分自身とつながり、あるがままの状態を受
け入れ、触れていく為の準備を行います。そ
の上で「相手の全体性」に出会う為の静かな
触れ方で身体の声に耳を傾けていきます。

ソマティック・エクスペリエンス(SE療法)は、
従来の心理療法とはアプローチが大きく異な
る画期的なトラウマセラピーです。トラウマ症
状の原因は「心」ではなく「身体」にあると
し、自律神経へのアプローチを通じて回復を
目指します。当日はトラウマのメカニズムや
SE療法の基礎となる理論等をシェアします。

女性のためのヨーガ・セラピー

12 :30
「野口体操」ワークショップ

年齢や環境の変化に繊細に反応する女性の身
体と心。近代ヨーガの祖、クリシュナマチャリア
氏は、この変化の波を越えながら、同時に様々
な役割をこなす女性こそ特別な練習が必要だと
言いました。伝統的なヨーガ・セラピーに則りつ
つ、子宮の声に静かに耳を傾け、女性性という
豊かな可能性を解放していきませんか？

ホネナビ

ローゼンメソッド・ムーヴメント

ロシア武術システマ

からだの流れに身を委ねる

骨・関節を手がかりに、身心を整え、上手に使う

楽に動いて楽に生きる

呼吸でひらく自分の可能性

野生のこころとからだに還る

からだの動きは、とどまることの無い連続した
流れです。からだの流れに身を委ね、からだと
心の強張りを溶きほぐしていきます。ゆらぎの
動きを中心に野口体操の一連の身体動作を体
験してみて下さい。野口体操とは、野口三千三
氏（東京芸大名誉教授・故人）が独自に開発
した身体動作と身体哲学の総体です。

ホネナビは、骨・関節を手がかりに身心を整
え、動かす体 操の 体系です。オリジナル 体
操、呼吸法で、気・血・水の流れがよく、バラ
ンスのとれた身心を作り、全身を調和させて
動くことの心地よさを体験して頂きます。
「健
康増進」と「パフォ―マンス向上」が両立す
るホネナビの妙味をお伝えします。

ローゼン・ムーヴメントでは、心地よい音楽に
合わせてゆったりと、楽しみながら動いていき
ます。横隔膜をゆるめ肺に十分な新しい空気を
入れ、身体にたまったこわばりや毒素をリリー
スします。解き放たれた心で、型や上手・下手に
こだわらず、自分なりに動くことがストレスを解
放し、代謝の促進や爽快感を生みます。

ロシア軍特殊部隊が生んだマーシャルアー
ツ、システマ。
「呼吸」と「リラックス」を重視
するユニークで実践的なワークを初歩から解
説します。心身に潜んだ力を引き出すシステ
マのメソッドは人生のあらゆる場面で力とな
ることでしょう。武道や格闘技など未経験の
方も安心して楽しめます。

韓氏意拳初体験の方向けに韓氏意拳の基礎的
な運動とその根幹となる 運動状態 につい
て、韓氏意拳を理解する為のオリジナルの練
習法や、中国哲学などを交えてご紹介いたしま
す。思考ではなく、感じること、体験で認識する
「体認」を最も大事にする韓氏意拳の練習法
で、自然な身体の在り様を体認してください。

〜

命に触れて

人間本来のしなやかで強い身体へ

1 4:00

田中 ちさこ

松村 憲

久保 隆司

瀬戸嶋 充

西川 眞知子

玉置 秀年

小用 茂夫

hashimoto yuko

tanaka chisako

matsumura ken

kubo takashi

setojima mitsuru

nishikawa machiko

tamaki hidetoshi

koyo shigeo

ムーブメント・ダンス教
育者（ラバンムーブメン
トアナリシス専門家）

アレクサンダーテクニー
ク ベイツメッソド教師／
SEプラクティショナー

臨床心理士
認定プロセスワーカー

米国ローゼン・インス
ティチュート® 認定 ボ
ディワーカー

人間と演劇研究所代表

イ ン テ グ ラル ヨ ー ガ
ティーチャー＆アーユ
ルヴェーダプランナー

護身術研究会代表

ボディワーカー
刀禅、舞扇道創始

1 4:30

視覚とカラダの動き

プロセスワークの身体

アレクサンダーテクニーク＆ベイツメソッド

ワールドワークの可能性

「ローゼンメソッド・ボディワーク」
への招待

「からだとことばのレッスン」ワークショップ

動きを観る・捉える
人の動きを注意深く観察したことはあります
か？ 一瞬一瞬で消え去る人の動き、その特徴
はどのように掴むのでしょうか。このクラスで
は、自ら動き、他者の動きを観て描くことを通
して、瞬間の動きを捉え、動きの複雑さや奥深
さに触れていきます。身体や人の動きに興味が
ある人、身体に直接携わる全ての人対象です。

人は2つの眼を持っていてもなかなか使いこ
なせない。簡単に楽しく両眼視をしながら動
いてみる。立ったり座ったり歩いたり、そして
「頭が繊細に動いて」と思って動いてみる。
立ったり座ったり歩いたり。
そしたらカラダとココロに何がおこるだろう
か？一緒に楽しく実験してみましょう！

ミンデルの創始したプロセスワークと、特に
ワールドワークという社会や世界の問題を扱
う手法を紹介します。実際にグループ全体で
特定のテーマについて、対話し、深めていき
ましょう。世界に生じていることが、いかに私
のカラダでもあるのか、皆さんと気づきを共
有したいと思います。

ローゼン・ボディワークは、私たちの身体と
感情とのつながりへの気づきの意識を増やす
ことで、緊張を解放し、行動力、生き生きさを
高めます。優しく、しっかりとしたタッチを通
して、呼吸・筋肉の緊張・感情間の関係性が
探求されます。基本的な体験ワークを交えな
がら、そのテイストを味わっていきましょう。

明るくひらかれた「こえ」は、からだとこころ
に安心感や解放感を与えます。どんな素敵な
話しでも、堅苦しく力づくの「こえ」では、他
者はからだとこころを閉ざします。意識の伝達
以前に「こえ」は相手のからだとこころに影響
を与えています。からだの緊張を解きほぐし豊
かにひらかれたこえを体験してみましょう。

からだとこころにふれる「こえ」を体感する

16:00

身体統合メソッド

やわらかに軽々生きるためのソマティック

ヨーガのポーズ、呼吸法（香りを使った呼吸）
瞑想を体感しながら体と心の声に耳を傾ける
大切さと楽しさを味わっていきましょう。ヨー
ガは決して体が柔らかくないとできないもの
ではありません。老若男女誰もが楽しく行う
ことができしかも体や心の状態がワンランク
上のバランスを体感されることでしょう。

気配を感ずる。即座に動ける身体を創る。立
姿勢などの東洋的身体論に根 ざした心身の
有り様を探る。護身術から発想した様々な身
心のワークを体験して頂きます。

刀禅は、伝統武術に共通する身体原理を基に、
武術だけではなく日常的生活や運動の基盤と
なる根源的な力を養う身体運用メソッドです。
立つ・歩くという基本動作を精密な基準のもと
丁寧に行うと共に、二人で組んで行う相対稽古
により、検証性を常に持つことで独りよがりで
はない、統合密度の高い身体を目指します。

触れるシーンは、日常にたくさんあります。「や
わらかいタッチ」を活かせると人生が「やわら
かく」変わっていきます。理系ボディワーカー
小笠原和葉と、パーソナルセラピスト小松ゆり
子。2人がセラピーの現場で学んだ「タッチの
力」を触れて、触れられて体感する、人生を幸
せにするソマティック入門クラスです。

湊 真里

有本 匡男

内田 佳子

kohara jin

minato mari

arimoto masao

uchida yoshiko

公認クリパルヨガ教師
ト レ ー ナ ー／ ラ イ フ
コーチ

アレクサンダーテクニー
ク ベイツメッソド教師／
SEプラクティショナー

ヨーロッパ ボディサイ
コセラピー協会認定ト
レーナー／セラピスト

フェルデンクライス ア
カデミー 代表

teateセラピーディレク
ター

バイオ・インテグラル・サイコセラピー

フェルデンクライス メソッド

teateセラピー

ダート・プロシージャー＆AT

〈いのち〉のままに

フェルデンクライス メソッドと学習

ただ触れるを通じて癒す

インドで生まれアメリカで発展したクリパル
ヨガは、心理療法のメソッドも取り入れ、現
代社会に生きる私たちが心身ともに健康でい
られるツールを多く含んだヨガです。呼吸、瞑
想、ポーズを行いながら内面や今この瞬間に
立ち戻り、すべて肯定していきます。クラス後
には深いリラックスを得られるでしょう。

あなたの中にすでに持っている卵、魚、爬虫
類（ワニ）、4つ足哺乳類（チーター）、霊長類
（ゴリラ）、霊長類（ヒト）の背骨・動きを発
見する。進化過程の最後はマサイ族のジャン
プ。今回はそこまで進化できるか？

〈いのち〉の流れにしっかりと触れていただき
ます。流れにのっていただきます。
〈いのち〉は
統合に向かっていきます。癒しに向かっていき
ます。苦しみの終わりに向かっていきます。
〈い
のち〉には、身心の健康を維持し、dis-ease
（病気＝安楽がないこと）からease（安楽）
に向かっていく力が備わっているようです。

今回は動きを通した気づきのレッスン（ATM）
を中心に行います。動きながら自分の意識の
ありようやからだの緊張、差異を感じることな
どから、レッスン中や終了後に起こる様々な
変化を楽しんでいただけることと思います。こ
の機会に是非、フェルデンクライス メソッド
の心地よいひと時を体験してみてください。

teate（てあて）セラピーはごくわずかに触れ
るだけのタッチを全身に施し、心身のバランス
回復を促す優しいタッチケアです。その独特
のタッチは受け手の瞑想をサポートするため、
ストレスケアに効果的なソマティックアプロー
チとして注目されています。本クラスではその
独特のタッチを、相互体験を通じて感じます。

18:00

個人セッション
様々なボディワークが体験できます。

IBF公認ビオダンサ®
ダイダティック・ティー
チャー

ビオダンサ®ワークショップ
脈動から生まれる出会いのなかで
音楽―グループー動きのなかから生まれる心
身の鮮烈な体験〜ヴィヴェンシア〜は、私た
ちを、生き物・人間・個として調和的に生き生
きと統合してくれます。人間の潜在力の５つ
のライン〜生命力、快感、表現、情愛、超越性
に働きかけるビオダンサ。みなさんとの出会
いのシンフォニーが楽しみです。

HIBI★Chazz-K
藤本 靖

エサレンボディーワーク
クラニオセイクラル・バイオダイナミクス
teateセラピー
ヒーリングタッチ
その他

19 :00
〜

11:30
〜

和のボディワーク

身を護る技からの発想

小原 仁

背骨・動きの進化をたどる

すべて20 分：2 , 000円（税込）
当日の受付となります。

当日受付 2,000円
定員50名

音楽をソマティックする
リズムとハーモニーの始源をさぐる

20:30

ogasawara kazuha

護身術

tanaka chisako

マインドフルネスなヨガ

パーソナル・セラピスト

小笠原 和葉

ホリスティックな生命のバランス

田中 ちさこ

クリパルヨガ

komatsu yuriko

アーユルヴェーダ＆ヨーガ

ジョヴィンナ・チャン

16:30

小松 ゆり子

ボディワーカー/意識・
感情システム研究家

Jovinna Chan

会 場 カルチャー棟1F・小練習室13

18:00

韓氏意拳体験講座

橋本 有子

ラバンムーブメントアナリシスWS

16:30

18:00

赤木 香苗

ピラティスワークショップ

1 4:30

16:00

若尾 秀美

〜

1 4:00

三上 睦子

〜

〜

12 :30

大山 理恵子

もっと、ボディが動き出してしまうような、
もっと、魂が揺さぶられるような、リズムと
ハーモニーとの出会い。それが ソマティッ
ク・ミュージック 。「エンターテイメントの
鬼」の名をほしいままに世界で活躍するスト
リートジャズバンド HIBI★Chazz-K があ
なたを新しい世界へといざないます。

刀禅

「タッチの力」で幸せに♪

