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実施概要 
国際会議やおしゃべり会など、全国 5カ所で開催 

『Fine祭り 2012 仲間と話そう！不妊』 
 
１ 概要 

本年度の『Fine祭り』は、札幌・東京・大阪・福岡と全国 4カ所でのおしゃべり会の開催に加え、『iCSi（International 
Consumer Support for Infertility＝国際不妊患者団体）会議』（京都）と、『ASPIRE(Asia Pacific Initiative on 

Reproduction＝アジア太平洋生殖医学会)2012』（大阪）における「iCSiセッション」を共催。国内外の不妊治
療や不妊を取り巻く現状を周知するとともに、国内外の当事者同士、また不妊に関心のあるサポーターとの交流

を深める場を提供する。 

 
２ 開催日程等 

 

タイトル 日程 時間 地域 開催場所 内容 参加者 費用 

Fine 祭り 2012  

with iCSi 国際会議 
9/1（土） 

13:00～

17:00 
京都 

立命館大学 衣笠キ

ャンパス：創思館 
シンポジウム どなたでも 無料 (寄付金は承ります）

Fine 祭り 2012  

全国おしゃべり会 in 大阪 

9/2（日） 

12:00～

14:00 
大阪 レストラン(梅田) 

懇親会（おしゃ

べり会） 
不妊体験者 

懇親会昼食費 

(2000 円～3000 円程度） 

Fine 祭り 2012 with 

ASPIRE iCSi セッション 

15:00～

16:30 
大阪 大阪国際会議場 シンポジウム どなたでも 

入場は無料 

（＊通訳機器が必要な人

は有料・必ず予約が必要）

Fine 祭り 2012  

全国おしゃべり会 in 札幌 
10/7（日） 

13:00 ～

16:30 
札幌 北農健保会館 

体験談発表＋

おしゃべり会 

おしゃべり会は

不妊体験者のみ 

正会員：無料（2 名まで） 

SNS・エール会員：500 円 

一般：1000 円 

Fine 祭り 2012  

全国おしゃべり会 in 福岡 

10/21

（日）  

13:00 ～

16:30 
福岡 アスクビル 

体験談発表＋

おしゃべり会 

おしゃべり会は

不妊体験者のみ 

正会員：無料（2 名まで） 

SNS・エール会員：500 円 

一般：1000 円 

Fine 祭り 2012  

全国おしゃべり会 in 東京 
11/3（土） 

13:00 ～

16:30 
東京 共和フォーラム 

体験談発表＋

おしゃべり会 

おしゃべり会は

不妊体験者のみ 

正会員：無料（2 名まで） 

SNS・エール会員：500 円 

一般：1000 円 

 

 
３ 実施目的 

参加者が各国の不妊当事者団体の発表やディスカッション、体験談発表やおしゃべり会などの懇親を通して、下

記の効果を得られることを目的とする。 

 
◇iCSi 

・ 世界中に仲間がいるということの心強さを体感し、孤独感の払拭につながる。 
・ 世界中の仲間たちの様々な状況や不妊環境を取り巻く情報を得ることができる 

・ 各国の団体の存在を知ることにより、その国の不妊についての知りたい情報を、そこから得ることがで

きる 

・ iCSi の仲間たちが各国で自分たちのために様々な活動をし、頑張っていることを知って、自分たちも頑
張ろう！ と、勇気と元気をもらえる。 
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・ 各国の不妊を取り巻く環境（当事者の状況や不妊治療環境のみならず、国のサポート体制・法律・宗教

・倫理観含む）を学び、またネットワークを広げることができる 
・ またそれらの学びにより、自らの活動の幅を広げることができる 

 
◇ASPIRE 

・ 国内外の参加者（ASPIRE 参加者は主に国内外の医療従事者や心理士、研究者等）および日本国内の不
妊当事者らが、iCSiセッションにより、各国の不妊治療環境や情報を得て見識を広めるとともに、医療

従事者やコメディカルの参加者は、今後の国内での活動に大いに活かすことができる。 
・ iCSi 会議とはまた異なる発表者による、専門的な内容も交えた講演を聴くことにより、各国の不妊を取

り巻く環境の情報を得られる。 
・ 自国や他国の不妊患者団体の存在、またその活動を知ることにより、不妊患者団体同士のみならず、不

妊に関心のあるさまざまな属性の参加者達と協働や連携をすることができる 

 
◇全国おしゃべり会 
・他の人の不妊体験談を直に聴くことにより、自らの気持ちの整理や孤独感の払拭につながる。 

・同じ不妊当事者同士で話をすることにより、日ごろ職場や知人の集まりなどでは話しづらい不妊の悩みに

ついて、安心して話すことができ、心の荷物を軽くすることができる。 

・地方での集いを開くことで、ふだん家族や友人には理解してもらいづらい不妊の悩みを話せる友人を近場

で見つけることができ、インターネットでは得難い直接のふれあいを体感することができる。 

 
４ iCSi 11th international conference詳細 

主催：iCSi ／ NPO法人 Fine 

協力：立命館大学 人間科学研究所 ／ フィンレージの会 

会場： 立命館大学 衣笠キャンパス 創思館 カンファレンスルーム 

住所： 〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1. 衣笠キャンパス  

電話： 075-465-8149 （事務課：衣笠キャンパスのアクセスに関するお問い合わせ）; 
HP ：http://www.ritsumei.jp/index_j.html      （立命館大学） 

  http://www.ritsumei.jp/campusmap/map_kinugasa_j.html (キャンパスマップ) 

交通： JR・近鉄 京都駅よりバス 35分 他 

  http://www.ritsumei.jp/accessmap/accessmap_kinugasa_j.html （アクセスマップ） 

  
iCSiプログラム 

時間 演者(敬称略） 肩書 内容 

13.00-13.05 サンドラ・ディル アクセス・オーストラリア CEO 開会の辞 

13.05-13.10 松本亜樹子 NPO法人 Fine 理事長 ご挨拶 

13.10-13.20 村本邦子 立命館大学 家族機能・社会臨床クラスター教授 祝辞 

13.20-13:55 京野廣一 京野 ART クリニック 理事長 「不妊治療は何歳まで？」 

13:55-14:35 デビー・パノウィッツ 文筆業 キネシオロジスト 栄養士  不妊の人のためのホリスティックケア 

14:35-15:00 ネットワーキング(交流時間） 

15:00-15:30 ペトラ・ソーン 博士 ドイツ不妊カウンセリング学会理事  国境を越えた不妊治療 ヨーロッパの場合 

15.30-16.00 松尾瑞穂 新潟国際情報大学 講師 国境を越えた不妊治療 アジアの場合 

16.00-16.40 エステラ・シャルドン 
心理士、ブエノスアイレス大学心理学部教授、コン

セビール理事 

卵子提供による出産  

～アルゼンチンの一家族の経験から～ 

16.40-16-45 松本亜樹子 NPO法人 Fine 理事長 閉会の辞 

16.45-16.55 アンケート記入 
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５ ASPIRE 2012 詳細 

会場： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

住所：〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-51 

電話：06-4803-5555 （代） 

HP ：http://www2.convention.co.jp/aspire-jsfi2012/ 

交通： ■京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（２番出口すぐ） 

■ＪＲ環状線「福島」駅から徒歩約 10分 

■ＪＲ東西線「新福島」駅（２番・３番出口）から徒歩（約 10分） 

■阪神電鉄「福島」駅 3番出口から徒歩（10分）  

■地下鉄「阿波座」駅（中央線１号出口・千日前線９号出口）から徒歩約 10分 

http://www2.convention.co.jp/aspire-jsfi2012/welcome_j.html 

 
ASPIREプログラム 

時間 演者 肩書 内容 

15:00-15:05 サンドラ・ディル 
(iCSi コミュニティ理事長/ アクセス・オーストラリア

CEO） 
開会の挨拶 

15:05-15:25 松本亜樹子 (iCSi コミュニティ運営委員/NPO法人 Fine 理事長

ART施設の質向上のための患者としての

取り組み～JISART 施設審査における患

者審査委員の経験をふまえて～ 

15:25-15:40 仙波由加里 
桜美林大学・スタンフォード大学客員研究員、ﾌｨﾝ

ﾚｰｼﾞの会ｽﾀｯﾌ 

代理出産： 

日本のケースから 

15:40-15:55 サンドラ・ディル 
(iCSi コミュニティ理事長/ アクセス・オーストラリア

CEO） 

代理出産： 

オーストラリアのケースから 

15:55-16:15 ぺトラ・ソーン 博士 ドイツ不妊カウンセリング学会理事  
カウンセリング：患者を中心においたケア

という考え方 

16:15-16:20 松本亜樹子 (iCSi コミュニティ運営委員/NPO法人 Fine 理事長 閉会の挨拶 

 
6 おしゃべり会 プログラム（札幌、福岡、東京共通） 

＊大阪の懇親会は、交流をメインに進行します。 

第一部 当事者による不妊体験談（札幌・東京・福岡のみ） 

第二部 おしゃべり会 
   （おしゃべり会は６～８名のグループ分けをして行なう予定） 

※時間は各会場によって異なります。詳細はお問い合わせください 

 
 

7 参加申し込み方法 

 
NPO法人 Fineのウェブサイトより申し込み受付（6月 10日より開始予定） 

  http://j-fine.jp/matsuri/2012/matsuri.html 
 

 
 


