
日時／２００８年１１月２日（日） １０時～１６時

ALBA OKINAWA CLINIC　いわき婦人科　内田クリニック　岡南産婦人科医院　可世木レディスクリニック　香月産婦人科　幸の鳥レディスクリニック　親愛レディースクリニック　CMポートクリニック　
鈴木レディスホスピタル　スズキ記念病院　高橋ウイメンズクリニック　谷口病院　西山産婦人科　はるねクリニック銀座　吉田レディースクリニック　操レディスホルピタル　漢方の本陣薬局　キューオーエル株式会社

＜出展企業＞メディカルサロン ツーブルーライン　大吉整体院　日東メディカル株式会社　キューオーエル株式会社　株式会社主婦の友社　株式会社パートナーズ　

ART 岡本ウーマンズクリニック　浅田レディースクリニック　ウイメンズクリニック大泉学園　梅ヶ丘産婦人科　セントマザー産婦人科医院　ファティリティクリニック東京　
ミオ・ファティリティ・クリニック　薬丸病院　ザクロ屋　NPO法人日本不妊予防協会

シェリング・プラウ株式会社　メルクセローノ株式会社　万有製薬株式会社　アイブイエフ詠田クリニック　IVFなんばクリニック　稲垣婦人科　
うすだレディースクリニック　大川病院　おとぎの森レディースクリニック　神奈川レディースクリニック　キネマARTクリニック　
蔵本ウイメンズクリニック　しんやしき産婦人科　東京 HART クリニック　とくおかレディースクリニック　中野レディースクリニック　
森脇レディースクリニック　アキュラ鍼灸院　翠明館治療室　フェリング・ファーマ株式会社

不妊治療はさまざまな負担が大きいうえに当事者は孤立しがちです。しかし、近
年は多方面からの支援者が増え、それは力強いサポートとなっています。このイ
ベントを通じ、たくさんの仲間やサポーターがいることを不妊当事者に実感して
もらうとともに、互いに元気や勇気を与え合う場になることを願っています。

＊内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

おしゃれや手芸、占いで、気分をリフレッシュ！　
仲間と楽しい時間を過ごして、
日頃の悩みやストレスを吹き飛ばそう！

・四柱推命／タロット占い／美容ワンポイントアドバイス（まつげ
パーマ、眉カット）／手芸（ベビーシューズ・ポーチ・願掛けキー
ホルダー作り）／アロマティーのサービス など

不妊に悩む人を応援する企業などが参加。
情報を集めて賢くなろう！

◆詳しくはウェブサイトをご覧ください
http://j-fine.jp/matsuri/matsuri.html

Fine では不妊当事者の心理面での支援をめざし、
認定ピア・カウンセラーの育成に取り組んでいます。
＜内容＞＊詳細は裏面をご覧ください。
・Fineピア・カウンセラー養成講座説明会
・日頃の Fine ピア・カウンセラーの活動紹介
・独自企画のグループシェアリング等のミニ体験　など

Fine 正会員：無料　
エール会員・Fine SNS 会員・お友達団体（※）：200 円　一般：500 円
( ※ ) お友達団体＝「赤ちゃんが欲しい」「日刊妊娠塾」「All About JAPAN『不妊治療』」

「妊娠しやすいカラダづくり」の読者、「たんぽぽ」「ハートビートくらぶ」「フィンレージの会」「WAIS」の会員。

不妊治療のエキスパートや心理の専門家が集結！
それぞれの専門分野から、不妊当事者へエールを送ります。
治療やこころのこと、不妊を取り巻く情報をキャッチして、
これからのヒントを、ぜひ見つけよう。

10:20〜11:00
「ひとりではない不妊を、一人ひとりが生きるために」
菅沼真樹氏（東海大学文学部心理・社会学科 講師）　
11:00〜11:40

「ARTにおける卵巣の血流について」　
本田育子氏（山近記念総合病院 リプロダクションセンター長）
11:40〜12:20

「あなたは、不妊症ですか？ 不育症ですか？」
小林淳一氏（神奈川レディースクリニック 院長）
12:50〜14:10　
ジャガー横田氏＆木下博勝氏ご夫妻 トークショー
ゲスト ：和田千春氏（主婦の友社『赤ちゃんが欲しい』編集部）
14:30〜15:10　

「大切な新しい命が来る日のために」
森本義晴氏（IVF なんばクリニック 院長）
15:10〜15:50　

「自分らしい選択を ～生殖医療をめぐる自己決定～」
福田貴美子氏（蔵本ウイメンズクリニック 看護師長／不妊症看護認定看護師）

大ホール参加費（１日通し）

体験コーナー ［２階 第一会議室］無料

展示コーナー ［２階 第一会議室・１階 視聴覚室 A］無料

ピア・カウンセリングのひろば
 ［２階 第二会議室］無料

講演＆トークショー［大ホール］
予約優先（当日空席があれば参加可能）＊参加費は下記参照

不妊で悩む人と、それを応援するスーパーサポーターがこの日、東京・渋谷に大集合！
仲間と出会って、たくさん話して、笑って、大いに楽しみましょう。

そして、講演や展示をチェックして、しっかり情報収集も。
 治療中の人、二人の生活を送っている人、「もしかして不妊？」と心配な人、

そして、当事者を応援するサポーターのみなさん、
みんなでワイワイ騒ぎましょ。１１月２日（日）は「お祭り」です！

仲間が
いっぱい！

協賛

●お問い合わせ先／「Fine 祭り2008」実行委員会
 E-mail  npofine@j-fine.jp    FAX  03-5665-1606

企画
趣旨

◆ケータイでチェック！

ジャガー横田氏＆木下博勝氏夫妻がやって来る！Fine 名誉会員証の贈呈式もあります

会場／東京ウィメンズプラザ（東京都渋谷区）＊地図は裏面をご参照ください。

主催／
【後援】東京都　渋谷区　江東区　日本 IVF学会　日本受精着床学会　有限責任中間法人JISART
NPO法人日本不妊カウンセリング学会　NPO法人日本不妊予防協会　日本生殖看護学会　朝日新聞社

ジャガー横田氏

木下博勝氏

http://j-fine.jp/【主催】



【Fine 祭り2008　世話人】（50 音順：役職略）◆世話人代表　久保春海氏（NPO法人日本不妊予防協会理事長）
浅田義正氏（浅田レディースクリニック）、石川元春氏（いしかわクリニック）、石渡 勇氏（石渡産婦人科病院）、宇津宮隆史氏（セント・ルカ産婦人科）、岡 親弘氏（東京 HARTクリニック）、岡本純英氏（ART 岡本ウー
マンズクリニック）、小田原 靖氏（ファティリティクリニック東京）、神谷博文氏（神谷レディースクリニック）、京野廣一氏（京野アートクリニック）、蔵本武志氏（蔵本ウイメンズクリニック）、己斐秀樹氏（亀田総合病院）
小塙 清氏（小塙医院 ）、塩谷雅英氏（英ウィメンズクリニック）、関 守利氏（セキールレディスクリニック）、高橋克彦氏（広島 HART クリニック）、辰巳賢一氏（梅ヶ丘産婦人科）、田中 温氏（セントマザー産婦人科医院）、
田村秀子氏（田村秀子婦人科）、辻 祐治氏（天神つじクリニック）、東條龍太郎氏（東條ウイメンズクリニック）、徳永義光氏（ALBA OKINAWA CLINIC）、詠田由美氏（アイブイエフ詠田クリニック）、林 伸旨氏（岡
山二人クリニック）、原 利夫氏（はらメディカルクリニック）、福田愛作氏（IVF 大阪クリニック）、副田善勝氏（おとぎの森レディースクリニック）、松田和洋氏（松田ウイメンズクリニック）、見尾保幸氏（ミオ・ファ
ティリティ・クリニック）、操 良氏（操レディスホスピタル）、森本義晴氏（IVF なんばクリニック）、山下正紀氏（山下レディースクリニック）、吉田 淳氏（木場公園クリニック）、渡辺浩彦氏（醍醐渡辺クリニック）

＜本イベントに関する注意事項＞
・各企業の商品紹介、試飲試食、体験などは、Fine が斡旋するものではありませんので、責任は負いか
　ねます。あらかじめご了承ください。

・大ホールでのご飲食はできません。交流コーナーをご利用ください。
・主催者および取材以外のビデオ撮影、写真撮影、テープ録音などはかたくお断りいたします。
・本イベントは「不妊」をテーマとしていますので、その性質上、お子さま連れでの参加はご遠慮ください。
　当日は、『託児』（要予約、有料、定員あり、先着順）も準備しています。
　お問い合わせは、npofine@j-fine.jp まで。
＊内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

◆講演会（大ホール）は、予約優先です。ご希望の講演と会員種別を選択
　してください（会員種別により参加費が異なります）。
◆「ピア・カウンセリングのひろば」は、ご希望の
　項目を選択してください。
◆体験コーナーの四柱推命は予約が必要です。
◆託児あります（要予約、有料、定員あり、先着順）。
　お問い合わせ／ E-mail：npofine@j-fine.jp
＊当日はお子さま連れでのご参加はご遠慮ください。

インターネット（パソコン・携帯電話）で
お申し込みを受け付けています。

インターネット申し込みフォーム
http://j-fine.jp/matsuri/matsuri-m2.html
◀携帯サイト申し込み
http://j-fine.jp/matsuri/matsuri-m.html

●お問い合わせ先／「Fine 祭り2008」実行委員会
E-mail npofine@j-fine.jp  FAX 03-5665-1606
＊お名前、FAX 番号、お問い合わせ内容をご記入ください。
　10 日たっても Fine から連絡がない場合は、再度お問い合わせください。

10:20
〜 11:00

「ひとりではない不妊を、
一人ひとりが生きるために」  

菅沼真樹氏
（東海大学文学部心理・社会学科 講師）

10:00
〜 10:20 開会の辞  NPO 法人 Fine 理事長

松本亜樹子

座長 荒木晃子氏（立命館大学衣笠総合
研究機構人間科学研究所 客員研究員）

11:00
〜 11:40

「ARTにおける卵巣の
血流について」　

本田育子氏
（山近記念総合病院 リプロダクションセンター長）

座長 辰巳賢一氏
（梅ヶ丘産婦人科 院長）

11:40
〜 12:20

「あなたは、不妊症ですか？
 不育症ですか？」

小林淳一氏
（神奈川レディースクリニック 院長）

座長 高橋敬一氏
（高橋ウイメンズクリニック 院長）

12:20
〜 12:50 休憩  

12:50
〜 14:10

トークショー＆NPO 法人 Fine 名誉会員証の贈呈式
ジャガー横田氏・木下博勝氏ご夫妻 
ゲスト： 和田千春氏

（主婦の友社『赤ちゃんが欲しい』編集部）

14:10
〜 14:30 休憩  

14:30
〜 15:10

「大切な新しい命が
来る日のために」    

森本義晴氏
（IVF なんばクリニック 院長）

座長 久保春海氏
（NPO 法人日本不妊予防協会 理事長）

15:10
〜 15:50

「自分らしい選択を 〜生殖
医療をめぐる自己決定〜」　

福田貴美子氏
（蔵本ウイメンズクリニック 看護師長
／不妊症看護認定看護師）  

座長 森 明子氏
（聖路加看護大学 教授）

15:50
〜 16:00 閉会の辞 NPO 法人 Fine 理事長

松本亜樹子
※予約優先（空席があれば当日参加可能）※当日は９時３０分より受付

（※）お友達団体＝「赤ちゃんが欲しい」「日刊妊娠塾」「All About JAPAN『不妊治療』」「妊娠しや
すいカラダづくり」の読者、「たんぽぽ」「ハートビートくらぶ」「フィンレージの会」「WAIS」の会員。

10:15
〜 11:00

Fine Bloom
（ファイン ブルーム）
不妊体験を持つ方の
わかち合いの会（ミニ体験版）

10:15
〜 10:55

Fineピア・カウンセラー
養成講座説明会（1）

11:15
〜 12:00

サイコ・リトリート
「治療に通う医療施設内に、こん
な場所があったら」というピア・カ
ウンセラーからの提案企画

（体験版）

11:15
〜 12:00

カンガループロジェクト
不妊体験を持ち妊娠・出産を
された方のわかち合いの会

（ミニ体験版）

10:55
〜 11:15 ピア受講個別相談・質疑

13:30
〜 14:30

ピア・カウンセラー発表会
Fine ピア・カウンセラー 1 期〜 3 期生による、
体験発表・活動成果発表・研究発表

12:15
〜 13:05

ピア・カウンセラーによる
個別面接カウンセリング 12:15

〜 13:05
ピア・カウンセラーによる
個別面接カウンセリング

14:45
〜 15:30

Fine Circle
（ファイン サークル）
二人の生活を送っている方（現在
治療をしていない方対象）のため
のわかち合いとグループワーク

（ミニ体験版）

14:45
〜 15:25

Fineピア・カウンセラー
養成講座説明会（2）

15:25
〜 15:45

ピア受講個別相談、
およびサイコ・リトリート

［第二会議室 A］ ［第二会議室 B］

Fine が取り組む認定ピア・カウンセラー育成。活動について紹介する
とともに、わかち合いの会のミニ体験版を用意。この機会に、ぜひ体験を！

ピア・カウンセリングのひろば 無料

［参加費］Fine 正会員：無料
エール会員・Fine SNS 会員・お友達団体（※）：200 円　一般：500 円

講演＆トークショー プログラム［大ホール］

仲間といっしょに楽しく過ごして、気分をリフレッシュ！

体験コーナー 入場自由　無料

＜内容＞ ・占い（四柱推命、タロット占い）＊四柱推命は要予約。
 ・美容ワンポイントアドバイス（眉毛カット、まつげパーマ）
 ・手芸（ベビーシューズ・ポーチ・願掛けキーホルダー作り）
 ・アロマティーのサービス など

「ふ・に・ん（不妊）」。このキーワードに「んっ？」と思った人は大集合！
治療中の人、「もしかして…不妊かも？」と気になる人、
治療は一段落した人、そして当事者にエールを送るサポーター、
みんなで１日ワイワイ騒ぎましょ。１１月２日（日）は、みんなの「お祭り」です！

［交通］ JR 山手線・東急東横線・京王井の頭線：渋谷駅下車徒歩 12 分
 地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線：表参道駅下車徒歩 7 分
 都バス（渋 88 系統）：渋谷駅からバス 4 分、青山学院前バス停下車徒歩 2 分

いずれも当日空きがあれば、ご参加いただけます。たくさんのみなさんのご来場をお持ちしています！

不妊に悩む人を応援する企業などが複数参加。
情報を集めて、役立てよう！

展示コーナー 無料

※要予約のものは、当日空きがあれば参加可能です。

入場自由
いつでも

お越し
ください

お申し込み方法

予約優先

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

http://j-fine.jp/【主催】


