胎教アドバイザー®活動 ＆ コンサル、ワークショップ☆2018 年 5 月 22 日（アドバンス中級資料）
完全オフライン

10 例を紹介

その他 1）多数の活例をスクリーンで紹介。
愛知：東大助産学科卒、助産学校で教員をしていた胎教アドバイザー®：会社経営、地域でも信望厚く、
連携体制を活かして、妊娠期からの子育て支援を充実させている。教え子、同期の助産学校の先生などに
胎教アドバイザー®資格講座を紹介し、地域で胎教アドバイザー®仲間を増やしている。
福岡：高校で講演会、教育委員会と連携、700 人が集まる講演会、胎教講習（全 3 回 90 分）他
大阪：産婦人科医のご主人に代わり胎教アドバイザー®資格取得された活動事例
その他 2）活発な他 5 例（埼玉：上級食育士、茨城：公文スタッフ、静岡：実家お寺、大阪：明和先生つ
ながり臨床心理士お寺、広島：3 人子どもママ、産婦人科で勤務の胎教アドバイザー®看護師として定期的
に胎教講習）を紹介

胎教アドバイザー®メディア活躍の事例
雑誌、ラジオ DJ、ラジオパーソナリティー、Web メディア活動など 5 例

自治体での活動
京都：生涯学習センター（京都市教育委員会）で 1 年ぐらい前より日本胎教協会 胎教教習、トップペー
ジに表示されている。医療従事者集まりの勉強会、他 5 例。愛知：市政 110 周年記念事業の胎教講習

たくさんのお声がけくださり対応できなかった事例
（公財）京都高度技術研究所×クラウドファンディング（REDY FOR）×京都市×
日本胎教協会×坂の途中の取り組み、ゼクシィ Baby、保育系の資格サイト、ミキハウス、児童館、妊娠期
からの切れ目ない包括支援（政府系）のお声がけ、ケイコとマナブ、リビング、新聞社、京都府少子化対
策から胎教に関するイベント何かできないかとお問い合わせ、2017 年、日本胎教協会が京都市伴走型支援
団体に認定されたが辞退。全国の生涯学習センターへ定期的な配架物の配送。
理由：時間を要することが多く、事業の運営（ヒト、モノ、資金など）が潤沢にまわらない

課題
思い「よい胎教で、幸せな家庭、明るい社会を広げる」10 万人の胎教アドバイザー®活躍に向けて
核家族化、孤独育児、虐待、少子、孤独死など社会問題に対して、各方面で専門や強みをお持ちであり、
社会課題、自身の課題解決を目指して、皆さまの思い、ご要望に応じながら市民活動団体として「国内初
の胎教専門の講座-胎教アドバイザー®資格講座」の開催を重ねてまいりました。胎教アドバイザー®は約
100 名、実績も増え、2019 年初春には、日本胎教協会も社会事業団体としての道を進むことになります。
2016 年ある団体の理事が胎教アドバイザー®資格講座を修了することなく、自身が起ち上げる団体で胎
教〇〇〇〇〇と講座を開講し資格付与するという出来事がありました。2012 年の胎教協会起ち上げ当初
とくらべると真似されるぐらい有力になってきたということでしょうか。2017 年は、大きな活動を控え、
胎教アドバイザー®様の立場を守るために為すべきことを優先して取り組みました。
2017 年の上半期は市民活動が中心で終わりました。下半期は京都市伴走型支援団体として認定されま
した。とは別に、7 月よりインキュベーションマネージャー4 人（ブランディング担当、事業モデル担当、
税理士 2 人など）とサポートのもと、短期計画 3 年、中期計画、長期計画が決まりました。アドバンス明
日 2 日めは、日本胎教協会の 5 つの課題、それに対しての解決策、どのように解決していくか事例をもと
に、胎教アドバイザー®様のより豊かな人生、事業発展につなげる”ワクワク”ワークを行います。
1）理念「よい胎教で、幸せな家庭、明るい社会」を広げる胎教アドバイザー®が 10 万人（おなかの赤ち
ゃん 10 人に 1 人）活躍するための組織としての運営力強化、事業運営力の強化。
2）胎教アドバイザー®様の思い、強みと、他の胎教アドバイザー®様と連携して、地域、社会のニーズに
対応し、潤沢な資金繰りで活動を続けられる仕組み、クラウド活用。
3）社会ニーズに対応し、潤沢に運営するための業務分担化（営業、開発、管理バランスが重要）
4）皆が思い描く未来、一人ひとりの思いを実現するための、ヒトとの連携
5）先駆者が構想イメージするべき 6 つ(重要！)の事項と実現化

東京・群馬・埼玉・千葉・愛知
❤胎教アドバイザー®活動（できること）
☆主な活動拠点 ■肩書、■など ★志
◆連絡先

❤胎教アドバイザー®活動事例
📖提示物
☆お伝えすること：対象者、どのような内容で、有
償、無償、報酬事例、他の胎教アドバイザー®様との
連携の事例

胎教アドバイザー®001 永岡 由美
東京都江東区
❤パパママの胎教講座
❤ご希望の方はﾏﾀﾆﾃｨﾋﾌﾟﾉ
☆マタニティ専門・
女性のためのボディケアサロン
∞ ぬくもり∞
〔 http://www.nukumori-ginza.com/ 〕
★笑顔で出産する妊婦さんを増やす
◆080-3795-3826
◆youme.n1013☆gmail.com
胎教アドバイザー®008 齋藤 吏香
東京都足立区
❤胎教講習
❤助産師でのバースクラスの
カリキュラムに導入可
❤赤ちゃん訪問、
学生指導などで伝える。
☆ひな助産院 ■開業助産師
〔 http://hinajyosanin.com/ 〕
★子育ての楽しさを感じてもらえるよう
に、胎教を広げる。
◆03-5697-5829
胎教アドバイザー®023 小林 睦子
東京都世田谷区
❤ﾏﾀﾆﾃｨﾖｶﾞ with 胎教,胎教アドバイス
★「子宝ケア→妊婦ケア→産後ケア→ベビ
ーのキッズケア」という流れをつくり、
その時々に適切にケアできる場をつくるこ
とで、女性としての輝き、母としての 自信、
将来を担う豊かな人材を育成すること。
子育て応援サロン SVAHA ■代表
〔 http://www.svaha.asia 〕
◆090-9238-9532 info☆svaha.asia
胎教アドバイザー®014 辻 友紀
東京都八王子市
❤胎教アドバイス、講習
☆船井屋本舗 ■経営者

❤胎教講習【スケジュール（例）
】
「1 日目」胎教について・イメージ法・親子の
コミニュケーション回路・タッチング・語りか
け「2 日目」保健・食育・リラックス法・個別対
応（個別にお悩みや質問など対応）
★マンツーマン講座なのであなた様のご要望
で進めて参ります。
★基本的に妊夫・妊婦お二人で受講
2 時間×2 日間 / ¥20,000
詳 細 ウ ェ ブ ペ ー ジ http://www.nukumoriginza.com/therapy/
❤胎教アドバイザー®齋藤吏香様が運営される
ひな助産院で、妊婦さんとそのご家族に胎教講
習実施。胎教講習テキスト（90 分×3 回）
❤図書館貸出用の DVD を共同開発
『知っていそうで 知らなかった 妊娠中の手
引き』の DVD が出来上がりました。
胎教アドバイザー®齋藤吏香様（ひな助産院 院
長）が、食事、生活、家族についてお話されて
います。 図書館で借りられるものなので、妊婦
さんにお勧めください。ぜひ、お近くの図書館
にリクエストしてください。
第 2 弾、3 弾と続きます！
❤マタニティヨガ with 胎教、胎教アドバイス
https://ameblo.jp/svaha-staff/entry12192930038.html
参加費
20,000 円/6 回
11,000 円/3 回
1 回のみの参加も可（4,000 円）
❤知育教室開催、ヨガ（プロ）の講師として、
同期の胎教アドバイザー®保育園で研修会実施

❤胎教アドバイザー®の胎教講習（全 3 回×90
分）テキスト代 3,800 円、参加費 12,000 円
📖胎教アドバイザー®を増やし妊娠期からの子
育て支援の連携体制をつくる活動
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〔 http://www.funaiyahonpo.biz/ 〕
■保育士,幼稚園教諭,ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ。経営者。
こども４人、胎教、早期教育で、明るく、や
さしく、学ぶ力も強い子に育つ。
★幸せな子育て、平和は胎教から！
◆042-679-1510 、info☆hunaiyahonpo.biz
胎教アドバイザー®003 跡田 たま江
群馬県前橋市
❤保護者への通知や講話,
ｲﾍﾞﾝﾄ企画/参加, 雑誌原稿等
☆大胡第三保育園(園児 140 名)園長
■保育士,幼稚園教諭, ﾊｰﾊﾞﾙｾﾗﾋﾟｽﾄ,ｱﾛﾏｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,ｱｰﾄｾﾗﾋﾟｽﾄ,ｶｳﾝｾﾗｰ,箱庭療法士
（講師）
★子どもの明るい未来づくり
◆027-284-0055、ogo.dai3☆aw.wakwak.com
胎教アドバイザー®051 たてわき みき
埼玉県さいたま市
❤胎教講座（全 3 回+エコーアルバム作り
などのお楽しみ付）
❤胎教セミナー（60 分）導入編
■胎教アドバイザー®保育士・子ども英会
話講師・幼児教室講師〔 ブロ
グ:http://ameblo.jp/miki-taikyo 〕
・子育て相談（チャイルドコーチング・カ
ウンセラー資格あり）
★胎教からの子育てで、世界一素敵な子育
てのお手伝いをします！「お母さんの笑顔
は子どもの笑顔
子どもの笑顔はお母さんの笑顔」が合言葉
◆lovingcaremiki.taikyo☆gmail.com
胎教アドバイザー®015 釜谷 鈴
埼玉県富士見市
❤胎教講習
❤妊活中、ﾌﾟﾚﾏﾏ・ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ胎教セミナー
❤胎教メディア連載
■母子保健推進員・子育てアドバイザー・
三姉妹の母
★”子育てが地球を平和にする”をモット
ーに幸せに子育てする親を増やし、存分に
能力を発揮する子を 増やす！
◆clochette0mmh☆gmail.com
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◆原稿：1 ページ 5,000 円
https://ameblo.jp/kandoudaisuki888/entry12143620634.html
◆雑誌『AERA with Baby』取材を経て 1 ページ
掲載。育児相談サービスの一つとして、
妊婦さんとそのご家族に向けて保育園で胎教
相談
📖胎教アドバイザー®を養成したい（認定校）と
ご要望ありお待ちくださっている状況、現在準
備中。
❤胎教セミナー（講座導入編）のお知らせです。
妊娠したらはじめる子育て
～胎教で幸せな家庭、明るい社会づくり～
（出産・育児への不安をなくそう）
・2 時間
・場所：てらこや新都心
・対象者：妊娠中の方（７ヶ月くらいまで）
・参加費：3,000 円（テキスト代込）
+ランチ代 800 円（ランチはてらこや新都心カ
フェさんのランチボックスになります）
・内容：よい胎教とは、概論、月別胎教の例、
イメージ法 TM や絵本・音楽について など

❤メディア連載
http://ikulove.com/profile01
❤胎教を知るお茶会
2 時間 4,000 円＋ランチ代

1 本 5,000 円

胎教アドバイザー®072 島崎 照子
埼玉県川口市
胎教の重要性をテーマにした小冊子の作製
♥を検討し、実現したい！
☆ワラビーこどもクリニック（小児科）
■看護師、不登校訪問カウンセラー、米国
NLP 協会認定マスタープラクティショナー
♥胎教講座
★妊娠中から、母と子どもの友人作りの場
となるようなサロンを作りたい♥と想像中
胎教アドバイザー®054 千葉 えり
千葉県市川市
♥胎教講習（全 3 回×90 分）
胎教講習（1 回完結）
胎教 WEB アシスト
日本胎教協会®公認 胎教アドバイザー®
〔 http://mamapapa-edu.com/profile/ 〕
★プレママ、パパの皆さんの気持ちが
上向くようなアドバイスをしていきたいで
す。

胎教アドバイザー036 森下 麻奈
愛知県名古屋市
❤胎教によいコンサートなど
■ヴァイオリニスト
☆リサイタル情報・ご依頼はこちら
〔 http://mana49.hamazo.tv/ 〕
◆090-9182-7944
❤胎教アドバイザー®活動
胎教アドバイザー®＆ヴァイオリニスト 森
下麻奈先生による胎教講座
(場所：真野ウィメンズクリニック他）
愛知（豊橋市

自治体）の事例お話

ご主人：小児科経営、ワラビークリニック通信
に胎教アドバイザー®活動の掲載、胎教につい
てのお話をしている。
📖ワラビークリニック通信

http://mamapapa-edu.com/workshop/ より
❤体験講座 1 回完結型 60 分 ― 1,000 円
この講座では、胎教の意義や始め方などを体系
的にレクチャーします。胎教という言葉を今ま
で聞いたことのなかった方にも、おすすめの講
座です。❤継続講座
❤3 回完結型 90 分×3 回 ― 10,000 円
実際に胎教を進めてゆく方法や注意点、胎教経
験者の体験談などを交えながら、本格的に胎教
を始める保護者の方々をサポートします。
❤WEB アシスト：メール・Skype（テレビ電話）
での相談 ― 1 ヶ月あたり 5,000 円～（※メ
ールでの相談は回数無制限）
なかなか外出するのが厳しい方や遠方の方を
対象に、メールやテレビ電話を通して胎教の進
め方に関する相談を受付けます。
❤胎教コンサート出演料 提示金額
❤胎教講習（導入編）テキスト実費は、
主催者の産婦人科医院が負担
2017 年 10 月 14 日（土）は、名古屋市の最高級
の産婦人科医院にて、15 組のカップルが参加。
❤数々のマタニティコンサート出演
他の胎教アドバイザー®と連携してお寺でリサ
イタル
❤日本胎教協会後援ヴァイオリンリサイタル
定期開催
📖Vol.3 2018 年 3 月 浜松公演、名古屋公演
ご案内チラシ
※日本胎教協会後援事業の条件、プロフィール
掲載例
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