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日本ウエルネス学会第 11 回大会（ご案内） 
 平成 16 年、「時代はウエルネス」をテーマに、第 1 回大会が開催されました。そして今年、第 11 回は「次代のウ

エルネス」をテーマに、初めて九州で開催します。九州といえば、博多の街と温泉がその魅力としてあげられます。

それらを、ウエルネスの観点から満喫して頂くため、3 日間の日程にて、「集合解散は福岡、大分(温泉地)で学会大

会」とのプランを作成いたしました。福岡への格安出張パックをご活用頂ければ交通費も安くなります。どうか万

障お繰り合わせの上ご参加くださいますようお願い申しあげます。 

開催概要 

名称 日本ウエルネス学会第 11 回大会 

テーマ 「次代のウエルネス」 

会期 2014 年 9 月 13 日(土)〜15 日（月・敬老の日） 

 

会場 

福岡大学 及び 福岡大学くじゅうの杜キャンパス「やまなみ荘」 

福岡大学 〒814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1 

やまなみ荘 〒879-4911 大分県玖珠郡九重町田野 230 

主催 日本ウエルネス学会 

 

 

 

 

 

プログラム 

（予定） 

13 日(初日) 

12:00〜常任理事会【福岡大学文系センター16 階】 

13:00～理事会 

15:30～公開講演「次代のウエルネス」【福岡大学メディカルホール】  

講演 2北米 YMCA が目指すウエルネス 

講師:柳敏晴氏(神戸常磐大学教育イノベーション機構 機構長) 

講演 1「次代のウエルネス」  

講師：鈴木雅裕氏(日本ウエルネス学会副理事長・常葉大学短期大学部) 

18:00～懇親会【福岡大学文系センター16 階】 

14 日(2 日目)  

8:30 福岡大学 文系センター前集合 

集合後、貸し切りバスにて大分県玖珠郡九重町「くじゅうの杜キャンパス」へ移動 

12:00 昼食 

13:00 特別講演 山岳信仰からのウエルネス－未然の場を目指して－ 

講師:弘蔵岳久氏（法華院温泉山荘社長） 

14:00 一般研究（口頭）発表① 

15:15 ポスター発表閲覧時間兼ブレークタイム 

16:00 一般研究（口頭）発表② 

17:00 教育講演 「ウエルネスの授業展開の実践」  

講師: 野崎康明氏(日本ウエルネス学会理事長) 

18:30 夕食懇親会(すき焼き) 

 15 日(3 日目) 

6:30〜 アーリーモーニング各自散歩等お楽しみ下さい 

7:30～ 朝食 

8:30 ワークショップ「ウエルネスの授業展開の実践」 

コーディネーター: 野崎康明氏(日本ウエルネス学会理事長) 

10:15 一般研究（口頭）発表③ 

11:15〜 学会総会 

12:00〜 昼食 

13:00〜 バス発（15:30 JR 博多駅付近到着予定）→16:00 福岡大学 

※福岡空港へは地下鉄で 2駅 5分です。 

参加登録費 

ほか 

参加登録費：正会員 5,000 円 学生会員 4,000 円 非会員 6,000 円 

13 日福岡懇親会：4,500 円 宿泊費（14 日昼食から 4食付）：9,500 円  

往復バス代：3,000 円 

＊今回は宿泊・食事を伴いますので、7 月 18 日（金）までに必ず申込み、入金をお済

ませください。なお、一旦払い込まれた参加費等は一切返金できませんので、予めご了

解ください。 
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演題締切日 
2014 年 7 月 18 日（金）（タイトル、発表者名及び所属 共同研究者も含む） 

2014 年 7 月 31 日（木）（抄録原稿） 

問い合わせ先 
日本ウエルネス学会第11回大会事務局 

〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1 

 福岡大学スポーツ科学部 築山泰典研究室 

TEL.092-871-6631 内線6719 E-mail: tsukiyama@fukuoka-u.ac.jp 

大会 WEB サイト：http://www.yosemite.jp/wellness2014/ 

振込先銀行口座： 

みずほ銀行 出町（ﾃﾞﾏﾁ）支店 普通 1121216 

「同志社大学西村仁志研究室」（ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸﾆｼﾑﾗﾋﾄｼｹﾝｷｭｳｼﾂ） 

大会プログラムについて 

公開講演 次代のウエルネス（13 日 15:30〜） 

今、ウエルネスについて“次代”を考える時に来ているのではないでしょうか？ 

 日本のウエルネスは、北米 YMCA におけるウエルネス運動の影響が大きかったものと考えます。そこで、YMCA に

詳しい柳先生に北米 YMCA のウエルネス運動についてその経緯と今後とについてご講演頂きます。その後、本学会副

理事長の鈴木先生より、これからのウエルネスに関して講演頂きます。 

講演 1「北米 YMCA が目指すウエルネス」 

講師：柳敏晴氏(神戸常磐大学教育イノベーション機構 機構長) 

講演 2「次代のウエルネス」 

講師: 鈴木雅裕氏(日本ウエルネス学会副理事長・常葉大学短期大学部) 

福岡懇親会 （13 日 18:00〜20:00） 

 天気がよければ、金印で有名な志賀島まで見渡すことができます。参加者人数分の「幕の内弁当」を用意した上

で、ビュッフェ形式の食事を提供します。当然、九州のおいしい飲み物も用意します。 

特別講演（14 日 13:00〜14：00） http://hokkein.co.jp/ 

 法華院温泉山荘の起源は 1324 年まで遡り、1470 年に修験道場として設立されたのが発祥となります。その後、

明治から登山者のための山荘としての機能も加わり、現主で三代目となります。九州では最も登山客の多い「くじ

ゅう連山」の中にあり、山岳救助時の拠点地ともなっています。主である弘蔵氏は、これからの山荘経営において、

｢未然の場｣を目指したいとの考えもあり、法華院温泉山荘からこれからのウエルネスを感じたいと思います。 

基調講演及びワークショップ「ウエルネスの授業展開の実践」(14 日 17:00～、15 日 8:30～ ) 

 野崎先生に教育講演として、タイトルの内容に関する教育講演を頂きます。そして、翌日には実践されている先

生方に、実践事例を報告いただきながら、またフロアからも事例を紹介いただきながら進めていきます 

  

※貸し切りバス利用のお願い 

 今回、福岡大学が契約している、西鉄バスに協力頂き、福岡大学から貸し切りバスで移動します。 

 バスの中でも有意義な時間が持てればと考えています。是非、積極的なご利用をお願い致します。 

 ☆帰路は、先に博多駅を経由し福岡大学まで戻る予定です。 

  博多駅到着場所は、当日の道路状況等により変更になる可能性はありますが、筑紫口(新幹線乗り場)を目的地  

 と致します。筑紫口は地下鉄空港線の乗り場とも近く、空港までのアクセスにも便利です。 

 

 

日本ウエルネス学会第 11 回大会準備委員会 
     西村仁志(広島修道大学) 

     長崎浩爾(広島工業大学) 

     築山泰典(福岡大学) 実行事務局 
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会場案内 

 福岡大学 〒814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1 http://www.fukuoka-u.ac.jp/help/map/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○福大メディカルホール 

地下鉄「福大前」駅から直結 2番出口方向 

○文系センター棟 

1 番出口から見える建物 

福岡大学くじゅうの杜キャンパス「やまなみ荘」 

標高 1,125ｍにあります。 

2011 年より、5カ年計画で改修を行っています。 

場内には、キャンプ場もあり、九州では初めて、

ハイエレメントを設置した PA のコースもあります。 

春には、ミヤマキリシマが咲く、九州の観光名所

でもあります。 

温泉が楽しめます。 

★生活案内・持ち物等 

・ 宿泊の方の寝室はシングル、ツイン相部屋（2名）もしくは和室相部屋（最大 6名）となります。 

部屋割は事務局にて行います。 

・ 寝間着、タオル、歯ブラシ等は用意いたします。また、シャンプー、リンス、ボディソープもございます。 
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ＦＡＸ：０９２－８６５－６０２９     ７月 18 日（金）必着 

福岡大学スポーツ科学部 築山 宛 

日本ウエルネス学会第 11 回大会 参加申込書 
 

１．大会への参加区分を選択してください（☑してください） 

 

 

参加登録費（発表抄録集含む） 

□ 正会員   5,000 円 

□ 学生会員  4,000 円 

□ 非会員   6,000 円 

13 日福岡懇親会 □       4,500 円 

宿泊（14 日昼食から 15 日昼食まで 4食、夕食懇親会費含む） □       9,500 円 

福岡大学⇔大分「やまなみ荘」往復バス □       3,000 円 

合計金額を記入してください。→
合計  

       円 

 

２．発表について【 口頭発表を希望 ポスター発表を希望 希望しない 】（○印） 

演題名：                                  

発表者名と所属：                         

共同発表者名と所属：                               ． 
                                                             

      

申込者  会員種別 【 正会員  学生会員  非会員 】（○印） 

氏名：                    性別：男・女   年齢    歳  

ご所属：                                  

住所：〒                            

                                 

Tel.              Fax.               携帯 Tel.                  . 

E-Mail                                . 
 
 
 
 
 
① 申込書にご記入の上、2014 年 7 月 18 日（金）必着で、封書にて事務局へ郵送、または Fax にてお申し込みくださ

い。なお口頭発表・ポスター発表される方の抄録締切は 2014 年 7 月 31 日（木）必着とさせていただきます。 

② 参加費は、2014 年 7 月 18 日（木）までに以下の口座にお振り込みください。 

みずほ銀行 出町（デマチ）支店 普通 1121216「同志社大学西村仁志研究室」（ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸﾆｼﾑﾗﾋﾄｼｹﾝｷｭｳｼﾂ） 

③ この口座には学会の年会費は絶対に納入しないでください。学会費については、学会事務局が指定する口座にお

振り込みください。 

④ 今回は宿泊・食事を伴いますので、期日までに必ず申込み、入金をお済ませください。なお、一旦払い込まれた

費用等は理由を問わず一切返金できませんので、予めご了解ください 

⑤ 参加申し込みをされた方で、大会を欠席された方には後日、発表抄録集をお送りします。 
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日本ウエルネス学会第 11 回大会演題募集 
《演題募集についてのお願い》 

ウエルネスに関する広い領域から演題を募集します。多数の応募をお待ちしております。 

日本ウエルネス学会第 11 回大会準備委員会 

応募資格 発表者は日本ウエルネス学会の正会員・学生会員の方に限ります。会員以外

の方は発表当日までに入会手続きをお取りください。 

応募演題の採否 演題の採否、発表日時については、大会準備委員会にご一任ください。採否

および発表日時については 8月中旬頃までに連絡いたします。 

発表形式 ＜口頭発表＞ 

発表時間は 1 演題につき 12 分以内、質疑 3 分です。使用機材は Windows7PC

（パワーポイント 2010）になります。持ち込み PC は対応できませんので、

USB メモリもしくは CD にてデータをご持参ください。 

＜ポスター発表＞ 

１演題につき、W90cm× H110cm のスペースを用意します。 

締切日 演題締切：2014 年 7 月 18 日（金）必着 

抄録原稿締切：2014 年 7 月 31 日（木）必着 

抄録原稿 

提出方法 

① 提出原稿がそのまま発表抄録集の印刷版下となります。A4 サイズ 1 ペー

ジにプリントアウトしたものを郵送。もしくは Microsoft Word

（Windows、Mac いずれも可）形式か pdf 形式にて E-mail 添付で大会事

務局宛お送りください。（FAX では受け付けません。） 

② Word 形式の記入フォーム（見本）は大会ホームページからダウンロード

できます。（http://www.yosemite.jp/wellness2014/） 

③ 記載事項 

・ 演題名（ゴシック体、文字サイズは 14〜18pt, センタリング、サブタイ

トルは 2 行目に） 

・ 発表者（所属）（ゴシック体、文字サイズは 12pt 左詰め、複数発表者

含、登壇者に◎印をしてください。 

・ キーワード ３〜５程度（明朝体、文字サイズは 10〜10.5pt、センタリ

ング） 

・ 抄録本文 1000 字程度（明朝体、文字サイズは 10〜10.5pt） 

＜ご注意＞ 

・ 上下左右に 20mm の余白をとり、必ず A4 サイズ 1 ページに納まるように

作成してください。（1ページを超えるものは掲載できません。） 

・ 図表を掲載することはできません。 

・ 郵送の場合には折らずに厚紙等で保護し、大会事務局あてお送りくださ

い。 

 

お問い合わせ 
日本ウエルネス学会第11回大会事務局 

 〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1 

 福岡大学スポーツ科学部 築山泰典研究室 

TEL.092-871-6631 内線 6719 E-mail: tsukiyama@fukuoka-u.ac.jp 

大会 WEB サイト：http://www.yosemite.jp/wellness2014/ 
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（抄録原稿記入見本） 

△△高校におけるウエルネス教育の実践報告 

ー□□□の手法を用いてー 

 

◎山田太郎（＠＠＠大学）、山下英子（△△高校）、田中美子（＊＊＊大学） 

 

キーワード：ウエルネス、創作ダンス、食習慣 

 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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