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2012 年 7 月吉日 
 
報道関係者各位 
 

ご案内 

 

国際会議やおしゃべり会など、全国 5 カ所で 

『Fine 祭り 2012 仲間と話そう！不妊』を開催 
NPO法人 Fine（Fertility Information Network＝ファイン）   http://j-fine.jp/ 

 

 

不妊症患者をはじめ不妊で悩む人をサポートする、体験者によるセルフサポートグループ

「NPO 法人 Fine（ファイン）」は、2012 年 9 月～11 月にかけて、京都・大阪・札幌・福岡・

東京の 5 都市で、不妊に関するイベント『Fine 祭り 2012 仲間と話そう！不妊』を開催し

ます。本年は iCSi会議（※１）が京都で、ASPIRE（※２）が大阪で開催されます。不妊で
悩む当事者はもちろん、不妊や不妊当事者の心のサポートに関心のある方など、不妊の現状

をぜひ多くの方に知っていただきたく、貴媒体で取り上げていただければ幸甚です。 

 

◆iCSi（International Consumer Support for Infertility＝国際不妊患者団体連合）会議（京都）(※１) 

iCSi（イクシー）は世界各国の「不妊当事者団体」の連合です。ほぼ 2年に 1回、ヨーロッ

パで国際会議を開催し、自国の不妊環境向上のための情報交換等を行なっています。今年は

その会議を日本で開催、日本のドクターによる最先端の不妊治療の講演をはじめ、iCSi のメ

ンバーによる各国の不妊事情、近年日本でも話題になっている「卵子提供」の体験談や、海

外の「ホリスティックケア」など、普段は耳にする機会の少ない貴重な講演を展開。また iCSi

メンバーと参加者の交流の時間も予定しています。 
 

◆ASPIRE（Asia Pacific Initiative on Reproduction＝アジア太平洋生殖医学会）（大阪） （※２） 

ASPIRE（アスパイア）はアジアで開かれる不妊の医学会です。その学会のプログラムの一つ

として、患者セッションが開かれます。通常、学会に参加できるのは学会員のみで参加費は

高額ですが、今回のこの患者セッションに限り、特別に無料で、どなたでも参加いただける

オープンセッションとなっています。iCSi のメンバーが、欧米の代理母事情やカウンセリン

グの現状などの講演を行なう予定です。 
 

◆全国おしゃべり会（大阪・札幌・福岡・東京） 
Fineのイベントでは、毎回大好評の「おしゃべり会」や「懇親会」。「こんなに不妊のこと
を人前で話せたのは生まれて初めて！」「とってもスッキリして、心が軽くなった」「わか

ってもらえてうれしかった。ホッとして涙がでた」など、参加者の皆さんから嬉しいコメン

トをいただきます。リクエストにお応えし、今年は北海道と九州にも「Fine 全国おしゃべり

会」が初上陸します。 
 

■『Fine 祭り 2012 仲間と話そう！不妊』開催概要■  http://j-fine.jp/matsuri/2012/matsuri.html 

【京都】 Fine 祭り 2012 with iCSi 国際会議 

   日 時：2012 年 9 月 1日（土）13:00～17:00（予定） 

   場 所：立命館大学 衣笠キャンパス 創思館 

内 容：シンポジウム(各国の不妊事情他) 

   参加者：どなたでも 

定 員：130 名 
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【大阪】 Fine 祭り 2012 全国おしゃべり会 in 大阪 

   日 時：2012 年 9 月 2日（日）12:00～14:00（予定）※15:00 からセッションに参加します 

場 所：梅田近辺(大阪市北区) 

内 容：懇親会 

参加者：不妊体験者 

定 員：30 名 

【大阪】 Fine 祭り 2012 with ASPIRE iCSi セッション 

   日 時：2012 年 9 月 2日（日）15:00～16:30（予定） 

   場 所：大阪国際会議場(グランキューブ大阪) 

内 容：シンポジウム(国内外の不妊体験者による発表) 

   参加者：どなたでも 

定 員： 350 名 

 

【札幌】 Fine 祭り 2012 全国おしゃべり会 in 札幌 

   日 時：2012 年 10 月 7 日（日）13:00～16:30（予定） 

   場 所：北濃健保会館（札幌市中央区） 

内 容：体験談発表＋おしゃべり会 

   参加者：おしゃべり会は不妊体験者のみ 

定 員：30 名 

 

【福岡】 Fine 祭り 2012 全国おしゃべり会 in 福岡 

   日 時：2012 年 10 月 21 日（日）13:00～16:30（予定） 

   場 所：アスクビル（福岡市博多区） 

内 容：体験談発表＋おしゃべり会 

   参加者：おしゃべり会は不妊体験者のみ 

定 員：40 名 

 

【東京】 Fine 祭り 2012 全国おしゃべり会 in 東京 

   日 時：2012 年 11 月 3 日（土・祝）13:00～16:30（予定） 

   場 所：共和フォーラム（東京都台東区） 

内 容：体験談発表＋おしゃべり会 

   参加者：おしゃべり会は不妊体験者のみ 

定 員：60 名 

 

●申し込み方法 

   Fine ウェブサイトから専用フォームにて申し込み http://j-fine.jp/matsuri/2012/matsuri-m2.html 

   各会場とも定員に達した時点で受付終了、ただし空きがあれば当日受付可 

 

●参加費（1会場ごとの料金） 

   ・シンポジウム：無料 *ASPIRE のみ通訳機器が必要な人は 1台 1000 円(要事前予約・振込) 

   ・大阪おしゃべり会：懇親会昼食費 2000 円程度 

   ・上記以外おしゃべり会：正会員 無料(2 名まで)、SNS・エール会員 500 円、一般 1000 円 

 

※取材ご希望の方は、事前に Fine広報<finekouhou@j-fine.jp>までご連絡ください。 
   参加者のプライバシー保護のため、「おしゃべり会」の取材はご遠慮いただきますよう、 

お願い申し上げます。 
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□NPO 法人 Fine これまでの活動実績（抜粋） 

◎日本初！ｅラーニングによる「不妊ピア・カウンセリング養成講座」開講！ 

日本で初めて、不妊に特化した不妊ピア・カウンセラーを養成。2005 年より七期連続で開講。 

2012 年より「ｅラーニング形式」に切り替え、全国どこからでも受講が可能に。 

※参考：http://j-fine.jp/e-pia/index.html 

◎『Fine 祭り』を 4年度連続で開催 

2008 年 11 月 2 日『Fine 祭り 2008 ひとりじゃないよ！不妊』開催（来場者約 500 名） 

2009 年 11 月 3 日『Fine 祭り 2009 そこが知りたい！不妊』開催（来場者約 550 名） 

2011 年 1 月～3月『Fine 祭り 全国おしゃべり会 special』開催（名古屋・大阪・東京/参加者約 150 名） 

2011 年 11 月 3 日『Fine 祭り 2011 ひとりじゃないよ！不妊』開催（来場者約 600 名） 

※参考：http://j-fine.jp/activity/event/fine_matsuri.html 

◎日本初！ 不妊当事者団体として国会請願を実施！ 

不妊当事者団体として初めて、不妊患者の経済的負担の軽減を求めて国会請願を実施。2007 年に第 1 回目、

2009 年に第 2回目、2010 年に第 3回目、2011 年 5 月の第 4回目は請願して初めて衆議院で採択、内閣に送

付されました。2012 年 5月、26 名の国会議員にご協力いただき、第 5回目の国会請願をしました。 

※参考：http://j-fine.jp/activity/act/message.html 

◎不妊に関するさまざまな調査を実施 

2010 年「不妊治療の経済的負担に関するアンケート」を実施（回答者数／1,111 名） 

2012 年｢どうする？ 教えて！ 病院選びのポイントアンケート｣実施（回答者数／560 名）。結果は学会や講

演会等で発表予定。 

※参考：http://j-fine.jp/activity/enquate/index.html 

◎各種要望書の提出 

  厚生労働省に「新薬認可の要望書」「保険適用の効能追加の要望書」「自己注射の要望書」等を提出 

※参考：http://j-fine.jp/activity/act/index.html 

◎学会・研究会への参加・発表 

2009 年 ESHRE（欧州生殖医学会）患者部門にてゲストスピーカーとして発表（オランダ） 

2010 年  第 28 回日本受精着床学会総会・学術講演会にてセッション座長、患者招待を実現 

2011 年 「iCSi（国際不妊患者団体連合）Patient Summit2011」に参加（クロアチア） 

2011 年 「家族の＜創生と再統合＞ ～シンポジウム～生殖医療と里親・養親～」を共催 

◎媒体関係（取材や協力） 

  朝日新聞・日本経済新聞・毎日新聞・読売新聞・東京新聞・北海道新聞・京都新聞 他 

NHK「クローズアップ現代」「＠ヒューマン」「首都圏ネットワーク」、日本テレビ系ニュース番組「今日の出

来事」、日本テレビＧ+「医療ルネッサンス」他、フジテレビ系ニュース番組「Mr.サンデー」、雑誌「週刊朝

日」「赤ちゃんが欲しい」「AERA」「Domani」「婦人公論」他 

◎その他 

JISART 施設の認定審査に患者代表審査委員として参加（2005 年～現在）  

 

～Fine 会員は約 1,100 名、さらに不妊当事者向け Fine SNS の登録者約 1,000 名（2012 年 6 月現在）～ 

 

 

 

 

NPO法人 Fine（ファイン） http://j-fine.jp/ 
〒135-0016 東京都江東区東陽 1-32-4  TEL 03-5665-1605  FAX 03-5665-1606 

＊常駐ではありませんので、できるだけメールにてお問い合わせいただければ幸いです 

～当リリースについてのお問い合わせ～ 

E-mail◆NPO 法人 Fine 広報窓口：finekouhou@j-fine.jp 


