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まちを笑いと運動で幸せにするパーク笑いヨガ

笑いヨガで今日も上機嫌笑いヨガで今日も上機嫌
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参加可能なパーク笑いヨガ参加可能なパーク笑いヨガ〜〜
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自己紹介：笑いは人を元気にする！
ストリートパフォーマンスは非言語の笑いストリートパフォーマンスは非言語の笑い 日本笑いヨガ協会

都市や公園で笑いの空間ができると、街が元気に都市や公園で笑いの空間ができると、街が元気に

なり、人も元気になる。



自己紹介：笑えない人こそ笑いが必要
ケアの現場に笑いを運ぶケアリングクラウンケアの現場に笑いを運ぶケアリングクラウン 日本笑いヨガ協会

共感と安心が、笑いの原点



日本でもパークヨガが大人気
厳格な“修養”？ “癒し”・“快適さ”・“手軽さ”・“ファッション”日本笑いヨガ協会厳格な“修養”？ “癒し”・“快適さ”・“手軽さ”・“ファッション”

生活ヨガ研究所HPより



ヨガ人気とその背景ヨガ人気とその背景

• 精神疾患が増加の一途
• うつ病患者は、2008年に

日本笑いヨガ協会

• うつ病患者は、2008年に
100万人を超えた。

• 凶悪犯罪、虐待、いじめ等• 凶悪犯罪、虐待、いじめ等
の問題増加

• 公務員の１％、民間IT企業• 公務員の１％、民間IT企業
３％以上の休職者

• 「メンタル不調により連続１• 「メンタル不調により連続１
カ月以上休業又は退職した
労働者がいる」企業は6割、労働者がいる」企業は6割、
従業員1,000人以上の企業
では 90％（厚生労働省調
査）

90
査）



ヨガ愛好者数ヨガ愛好者数

日本は2004年の推定ヨガ人口は約23万人

日本笑いヨガ協会

2004 23

2013年には100万人を超えたと推計
（第一生命経済研究所の調査）

アメリカのヨガ人口は2000万人
（アメリカ版ヨガジャーナル）

70アメリカでは、平均年齢が70代の
クラス29.4％、
後期高齢者であるというクラス
18.3％

シニアヨガの開発シニアヨガの開発
スポーツは、競技から健康づくり、さらにライフスタイルへ



ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルとしてのスポーツは

“健康な生活のキー”となる“健康な生活のキー”となる

•

日本笑いヨガ協会

フィジカルには
• 日常生活で続けられる運動習慣
• 安全・安心で、怪我や痛みをつくらない。• 安全・安心で、怪我や痛みをつくらない。
• 食事が美味しい
• 質の良い睡眠• 質の良い睡眠
• 痛みからの解放

• 孤独感からの開放―一人じゃないと実感する

メンタルには

• 孤独感からの開放―一人じゃないと実感する

• 過去や未来の不安から解放
• 感謝しあえる環境• 感謝しあえる環境



笑いヨガとは笑いヨガとは

• 笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた健康体操。面白さ
に頼らず笑う方法。健康・幸福・世界平和のためのグローバ

日本笑いヨガ協会

に頼らず笑う方法。健康・幸福・世界平和のためのグローバ
ルムーブメント。

• 1995年インド人医師Dr.カタリアが考案。現在は Laughter Yoga • 1995年インド人医師Dr.カタリアが考案。現在は Laughter Yoga 

International University（インド） が活動母体で世界100か国

以上に広がっている。

• 日本では、2006年田所メアリー氏が日本初の東京ラフタークラ

ブを開始。現在はNPO法人ラフターヨガジャパンとして活動。

以上に広がっている。

• 日本笑いヨガ協会は、高田佳子が2009年インドで笑いヨガ

ティーチャー資格を取得し、帰国後すぐ設立。

ブを開始。現在はNPO法人ラフターヨガジャパンとして活動。

ティーチャー資格を取得し、帰国後すぐ設立。

• 日本笑いヨガ協会は、日本では「健康法」とし、日本の文化と
常識に合わせ、抵抗感がないよう“笑いヨガ”とし、日本語で常識に合わせ、抵抗感がないよう“笑いヨガ”とし、日本語で
伝え、安全で健康効果が得られるやり方をしている。



笑いヨガとは笑いヨガとは
日本笑いヨガ協会

まずは映像をご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=xvZrRmMo78chttps://www.youtube.com/watch?v=xvZrRmMo78c

https://www.youtube.com/watch?v=xvZrRmMo78c


日本笑いヨガ協会

2009年1月設立（株式会社アートランドが運営）

日本笑いヨガ協会
日本笑いヨガ協会

2009年1月設立（株式会社アートランドが運営）

目的：人が一生笑って暮らせる環境づくり・

習慣づくりのお手伝い習慣づくりのお手伝い

事業：事業：

１．笑いヨガが体験できる「笑い場」を提供

２．笑いヨガリーダーを育成２．笑いヨガリーダーを育成

３．笑いヨガティーチャーを育成

４．上記の方々のネットワーク化とサポート４．上記の方々のネットワーク化とサポート

５．自治体・企業への講師派遣

６．その他の研修事業



日本笑いヨガ協会の活動

笑いヨガリーダー養成講座笑いヨガリーダー養成講座 日本笑いヨガ協会

2014201420142014年年年年11112222月月月月末まで末まで末まで末までに日本笑いヨガ協会主催講座でに日本笑いヨガ協会主催講座でに日本笑いヨガ協会主催講座でに日本笑いヨガ協会主催講座で2500250025002500人以上のリーダーを認定人以上のリーダーを認定人以上のリーダーを認定人以上のリーダーを認定



日本笑いヨガ協会の活動

笑いヨガティーチャー養成講座笑いヨガティーチャー養成講座 日本笑いヨガ協会

考案者である考案者である考案者である考案者であるDr.カタリアを招き、毎年開催。カタリアを招き、毎年開催。カタリアを招き、毎年開催。カタリアを招き、毎年開催。250人の指導者が誕生人の指導者が誕生人の指導者が誕生人の指導者が誕生



メンバーサポート事業
日本笑いヨガ協会

笑いヨガショップ 全国笑いヨガ大会事務局全国笑いヨガ大会事務局
日本笑いヨガ協会

笑いヨガ新聞の発行



笑いヨガから笑いケア®へ
日本笑いヨガ協会

• 高齢社会・ストレス社会に対応した“笑い”のある社会に貢献する。

• 「笑いヨガ」は、定義や理念が人により異なり、実施方法も多様で成

日本笑いヨガ協会

• 「笑いヨガ」は、定義や理念が人により異なり、実施方法も多様で成
果の再現性が低い。日本笑いヨガ協会は、笑いの体操を標準化し、
効果を確実に出せるよう、笑いヨガと区別する笑いケア®とする手法

を開発している。を開発している。

• 日本の生活習慣・文化・体型に合ったシステムを体系化し、具体的
プログラムを提供している。プログラムを提供している。

インドでは、毎朝公園で笑いク
ラブが行われている。1万クラ

ブ以上あるといわれている

日本でも、ラジオ体操
代わりに笑いヨガ

介護現場や介護予防では
笑いケア



ストレス解消に笑いヨガをベースとした

「笑いケア」は有効「笑いケア」は有効

• 呼吸が深まり、ヨガと同じく酸素が取り込める

日本笑いヨガ協会

• 呼吸が深まり、ヨガと同じく酸素が取り込める
• 自律神経を整える（副交感神経があがる）
• 交感神経もあがる• 交感神経もあがる
• ストレスホルモン（コルチゾール値）が下がる•
• セロトニン・エンドルフィン等のホルモンが出る
• 免疫細胞が活性化• 免疫細胞が活性化
• 体温が上昇
• 食欲が正常になる• 食欲が正常になる
• 睡眠の質を高める etc

といわれる“笑い”の健康効果を確実に確実に確実に確実に得られる



公園は「笑いケア」にベストの環境

• 笑いは有酸素運動。空気がキレイな公園は
最適の環境

日本笑いヨガ協会

最適の環境

• 多人数で声を出して笑っても良い環境• 多人数で声を出して笑っても良い環境

＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル＊笑いクラブは、非営利・非政治・非宗教で行うことがラフターヨガインターナショナル
ユニバーシティで決められている。公園で営利活動として行う場合は、調整が必要ユニバーシティで決められている。公園で営利活動として行う場合は、調整が必要ユニバーシティで決められている。公園で営利活動として行う場合は、調整が必要ユニバーシティで決められている。公園で営利活動として行う場合は、調整が必要



パーク笑いヨガのふたつの提案

Local型型型型 Gｌｏｂａｌ型
日本笑いヨガ協会

公園ベースの“公園ベースの“公園ベースの“公園ベースの“笑いケア笑いケア笑いケア笑いケア®

コミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくる

働く人の“メンタルヘルス働く人の“メンタルヘルス働く人の“メンタルヘルス働く人の“メンタルヘルス
ケア”の拠点ケア”の拠点ケア”の拠点ケア”の拠点

事業イメージ：地域のソー
シャルクラブ+スポーツクラ

事業イメージ：社員のメンタルヘ
ルスのためのコンソーシアム

コミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくるコミュニティ”をつくる ケア”の拠点ケア”の拠点ケア”の拠点ケア”の拠点

シャルクラブ+スポーツクラ
ブ+「笑いケア」の技能を持
つボランティアグループ

ルスのためのコンソーシアム

会員：企業・産業医・保健師・社

会保険労務士・臨床心理士・

対象：シニア（個人）と介護
事業者、地域の団体

サービス：笑いケアによる健

会保険労務士・臨床心理士・
産業カウンセラー等

サービス：メンタル疾患予防と
復職支援サービス：笑いケアによる健

康プログラム・ボランティア
プログラム・研修・各機関と

復職支援

メンタルヘルスプロフェッショナル
＆サポーターの育成プログラム・研修・各機関と

のネットワーク
＆サポーターの育成



L型 公園の“笑いコミュニティ”
活動イメージ活動イメージ

• 収入源：公園年間入場料と月会費・外部事業収益

日本笑いヨガ協会

• 収入源：公園年間入場料と月会費・外部事業収益
• サービス：

– 笑いケア体操サポーターのトレーニング優待受講– 笑いケア体操サポーターのトレーニング優待受講
– 笑いケア体操のセッション運営
– 笑いケア体操を無制限で受講– 笑いケア体操を無制限で受講
– 公園のガイドボランティアで笑いケアを提供

• その他：•
– 行政の介護予防・民間のウォーキング等の
運動プログラムとの連携

– 検診サービス等とのコラボレーション– 検診サービス等とのコラボレーション
– 園芸・清掃・ガイド・傾聴・イベント運営等のボランティア
の機会、研修の機会、研修

– 介護事業者との連携 ｅｔｃ



G型：企業のメンタルヘルス対策
プログラムイメージ 日本笑いヨガ協会

• 予防・復職プログラム例
―運動療法・行動療法―運動療法・行動療法

―園芸療法・森林セラピー

―公園内ボランティア―公園内ボランティア

―企業内での笑いケアセッションのリード

―公園内笑いケアコミュニティのサポート―公園内笑いケアコミュニティのサポート

笑いケアメンタルヘルススペシャリスト育成事業例

―笑いケア研究会を組織し効果測定―笑いケア研究会を組織し効果測定

―人事・労務担当者のための笑いケア

――社労士・臨床心理士のための笑いケア



笑いケア体操の特徴
日本笑いヨガ協会

利点 難点

日本笑いヨガ協会

• 道具不要

• 身体能力・スキルにかか

• （人によっては）恥ずかし
い！• 身体能力・スキルにかか

わらずできる

• メンタル・フィジカルの機

い！

• 笑い声が迷惑になる場

合がある。どこでもできる
わけではない。

• メンタル・フィジカルの機
能改善

• 即効性があり、本人が効
果を自覚できる

わけではない。

果を自覚できる

• 誰でもできる有酸素運動
である。である。

• メンタル・フィジカル・スピ

リチュアルの健康がひと
つのエクササイズでできる



まちを笑いと運動で幸せにする

パーク笑いヨガで 日本笑いヨガ協会

笑いあって人生を豊かにする生き方が

パーク笑いヨガで

笑いあって人生を豊かにする生き方が

できますようにできますように


