JATI
協 会 案 内

Japan Association of Training Instructors

日本トレーニング指導者協会は
競技スポーツとフィットネスの
両分野で活動する
トレーニング指導者の団体です

特定非営利活動法人

日本トレーニング指導者協会

会の目的と組織について
設立趣旨
本協会は、スポーツ選手の競技力向上や一般人の健康・体力増進等を目的としたトレーニングの指導に関わる人や、これを目
指す人を対象として、以下の趣旨に基づいて設立されました。
・日本の環境や実状に適合したトレーニング法の確立と普及
・国内におけるトレーニング指導者のための標準的資格認定制度の確立
・トレーニング指導者の社会的地位の向上、職域や雇用機会の拡大、相互扶助
・トレーニング指導者間の交流や情報交換の促進

沿

革

2006年 4月
2006年 8月
2007年 4月
2008年 2月
2008年 6月
2010年 3月
2012年 8月
2013年 1月
2015年 5月
2016年11月
2018年 3月

任意団体として設立
特定非営利活動法人認可
事務局を東京都千代田区に設置
トレーニング指導者（JATI-ATI）の認定試験開始
事務局を東京都港区に移転
上級トレーニング指導者（JATI-AATI）の認定試験開始
日本トレーニング指導学会設立
特別上級トレーニング指導者（JATI-SATI）の認定開始
オーストラリアストレングス＆コンディショニング協会（ASCA, Australian Strength & Conditioning Association）と提携
第10回国際ストレングストレーニング学会（ICST2016）を開催
英国ストレングス＆コンディショニング協会（UKSCA, UK Strength & Conditioning Association）と提携

組

織

【参

与】伊坂

忠夫（立命館大学教授）
直方（東京大学教授）
力（井上整形外科院長）
廣信（元平成スポーツトレーナー専門学校校長）
治夫（静岡産業大学教授）
貴（前国立スポーツ科学センター長、日本臨床スポーツ医学会理事長）
伸二（中京大学体育学部教授）
二郎（順天堂大学客員教授）
克己（立教大学教授、ザバススポーツ＆ニュートリション・ラボ顧問）
脩（日本体育大学名誉教授）
素子（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
裕一（法政大学教授）
徹（有明医療大学特任教授）
利春（国際武道大学教授）
景元（元中京大学教授）

（五十音順） 石井

井上
魚住
小澤
川原
桜井
鹿倉
杉浦
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福林
山本
湯浅
【理事長】長谷川

裕（龍谷大学教授）

【副理事長】有賀
有賀

雅史（帝京科学大学教授）
誠司（東海大学教授）

【理

事】菅野
油谷
久村
田村
小川

昌明（愛知学院大学ラグビー部コンディショニングディレクター）
浩之（関西学院大学アメリカンフットボール部ストレングスコーチ）
浩（合同会社ベストパフォーマンス代表）
尚之（国立スポーツ科学センター主幹専門職）
恭二（ステージコーチ代表）

事】山内
福守

武（大阪学院大学教授）
研二（大福企画主宰）

【監
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東 海支部
近 畿支部
中国・四国支部
九州・沖縄支部

支部長
支部長
支部長
支部長
支部長
支部長
支部長
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澤田 友紀
青島 大輔
永友 憲治
津田 達也
大野 隆成
栗若 伸一
伊礼健太朗
藤竹 晃平

会の行なう事業について
主な事業
資格認定事業
科学的根拠に基づいた質の高いトレーニング指導ができる人材育成を目的とした資格の発行、管理、またそれらに関連する事業
・養成講習会 一般科目、専門科目
・認定試験 一般対象、養成校対象
・上級資格認定試験、特別上級資格認定審査
・テキスト、ワークノート、問題集等の発行
・養成校・養成機関の認定

教育・研修事業
トレーニング指導者の資質向上のための教育、情報提供、トレーニング指導者同士の交流・情報交換の場を提供する等の事業
・総会・研修会
・研修・交流会
・学生トレーニング指導者研修・交流会
・地区研修・交流会
・全国8支部 ワークショップ
・JATI表彰制度の管理・運営
・継続単位対象講習の単位認定

研究・国際事業
日本の環境や実状に適合したトレーニング指導をするための情報の調査、研究、また海外の団体等からの情報収集、交流を行う事業
・トレーニング指導者に有益な情報の調査、研究
・トレーニング指導における研究促進や情報収集のための学術的活動
2012年 8月 日本トレーニング指導学会設立
2016年11月 第10回国際ストレングストレーニング学会（ICST2016）を開催
・海外の類似団体等との交流、情報収集
・海外からの講師の招聘

広報・企画事業
協会の広報活動、会員への情報提供、他団体や企業と共同企画等の立案、運営等の事業
・協会広報活動
・オフィシャルサイト運営
・機関誌「JATI EXPRESS」の編集
・スポンサー、賛助会員企業との共同企画の運営など

キャリア支援事業
トレーニング指導者の職域の拡大、雇用促進と、トレーニング指導現場での業務環境の改善を目指す事業
・トレーニング指導者ハンドブックの制作
・独立起業、雇用促進を目的としたセミナーの開催
・トレーニング指導者への求人情報の収集、情報提供
・外部団体への講師紹介
・トレーニング指導者のための保険の整備
・弁護士紹介サービス

主な年間スケジュール
５月
６月
８月
８月
10月
12月
12月
12月
３月
３月

※開催月は年度によって変更する場合があります

養成校説明会
総会・研修会
養成講習会一般科目
養成講習会専門科目
第1回認定試験
第2回認定試験（12月〜 2月全国にて）
学生研修交流会
研修・交流会、日本トレーニング指導学会大会
第3回認定試験
上級資格認定試験

会員制度について
個人正会員

年会費 10,000円＋税

本協会の趣旨に賛同し、目標を同じくしてご活動いただける方はどなたでもお申し
込みいただけます。
学生会員等の区分はなく、
「正会員」のみです。定款上は、特定非営利活動法人を構
成する「社員」という位置づけになり、総会における議決権を有します。

主な会員メリット
●機関誌 ・協会ニュースによる情報提供
●公式ウエブサイトと連動した会員専用ページの利用
●指導者としての活動の場を広げ就業機会を増やすための情報提供や支援
●JATIが開催する研修会・セミナー・ワークショップ・講習会等の催事への参加費割引
●テキストをはじめとした本協会発行書籍等の購入における会員価格の適用
●本協会提携施設の利用や、本協会提携企業の商品の購入においての優遇措置
●会員専用名刺の作成（有料）
●「トレーニング指導者のための所得補償保険・賠償責任保険」
（有料）
●弁護士 の相談・紹介サービス（一部無料および会員価格適用）
●全国トレーニング指導者検索サービスへプロフィールの登録

賛助会員（法人・個人）

JATI機関誌「JATI EXPRESS」
認定上級トレーニング指導者
（JATI-AATI）

麻布

太郎

Azabu Taro

日本トレーニング指導者大学サッカー部ストレングスコーチ
JATIスポーツクラブパーソナルトレーナー
株式会社日本トレーニング研究センター 取締役
〒106−0041 東京都港区麻布台3−5−5−907
TEL : 03−6277−7712 FAX : 03−6277−7713
URL http://www.jati.jp
e-mail : info@jati.jp

携帯 : 090-0000-0000

JATI会員用専用名刺

年会費 50,000円＋税

本協会の趣旨に賛同し、活動を支援いただける法人及び個人の方は賛助会員としてお申し込みいただけます。
賛助会員は総会における議決権はありません。
賛助会員（五十音順）
株式会社R-body project 株式会社ウエサカ ティー・イー エスアンドシー株式会社 株式会社MTG 株式会社LPN 株式会社キットクルー
協和チャック工業株式会社 有限会社クラブクリエト 株式会社クラブビジネスジャパン 株式会社ザオバ 株式会社サンクト・ジャパン
一般社団法人ジャパン・アスレティックトレーナーズ機構 ジャパンライム株式会社 ジョンソンヘルステックジャパン株式会社 株式会社THINKフィットネス
一般社団法人スポーツパフォーマンス分析協会 セノー株式会社 株式会社大修館書店 Titleist Performance Institute
TRX Training Japan株式会社 西川産業株式会社 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社パフォームベータージャパン 有限会社フィットネスアポロ社
株式会社ブラボーグループ 株式会社プロアバンセ 株式会社プロティア・ジャパン ミューラージャパン株式会社 株式会社ユーフォリア
ライフ・フィットネス・ジャパン株式会社 有限会社ラウンドフラット

オフィシャルスポンサー制度について
本協会の趣旨に賛同し、活動をサポートしていただくオフィシャルスポンサーをカテゴリー別に募集しております。
オフィシャルスポンサー
カテゴリー：スポーツドリンク、スポーツサプリメント

株式会社 明治

ここに掲載されている情報は変更する場合があります。最新情報はJATIオフィシャルサイト、またはJATI
事務局までお問い合わせください。
●「JATI 」、
「トレーニング指導者 」は特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会の登録商標です。
●

特定非営利活動法人

日本トレーニング指導者協会（JATI ）
〒106-0041 東京都港区麻布台3-5-5-907
TEL：03-6277-7712（平日10時〜18時） FAX：03-6277-7713
オフィシャルサイト http://www.jati.jp/ メールでのお問い合わせ

info@jati.jp

2018年8月

