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海外の不妊当事者と交流！ 全国 5 都市で開催（交流や学会・おしゃべり会）

『Fine 祭り 2012

仲間と話そう！不妊』を開催しました

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』を開催しました。

◎当事者同士の交流を目的に開催 『Fine 祭り 2012』のウェブサイト http://j-fine.jp/matsuri/2012/matsuri.html
2008 年より毎年さまざまな形で開催している『Fine 祭り』は、「多くの仲間やサポーターがいること」を体感し、当事者
に元気や勇気を得てもらうことを大きな目的のひとつとしています。これまでの参加者からは「満員の人を見て、同じ
ように不妊に悩む人がこんなにたくさんいるとわかり、勇気がわいた」「もっとたくさんの人と知り合い、おしゃべりした
かった」など、多くの声が寄せられました。そこで今回は「顔を合わせて対話する仲間づくり」を重点に、海外の仲間
たちとの交流やおしゃべり会など、全 5 都市で『Fine 祭り』を開催。総来場者数は約 400 名を数えました。

◎2 つのシンポジウムの開催が実現
Fine は日本の運営事務局として、京都（9/1）で iCSi 会議(※１)、大阪（9/2）で ASPIRE(※２）における「iCSi セッション」
を共催しました。iCSi 国際会議は立命館大学人間科学研究所のご協力により、同大学キャンパス内で開催。最先端
の不妊治療、各国の不妊事情、卵子提供の体験談や代理母についての発表など、日本ではふだん聴くことができ
ない大変貴重な講演となりました。アジア・オセアニアの生殖医学会である ASPIRE では、iCSi セッションのみオープ
ンレクチャー（無料参加）がかない、不妊当事者と医療者をはじめとするサポーターが、各国の不妊を取り巻く環境
の講演に耳を傾けました。
(※１)iCSi（International Consumer Support for Infertility＝国際不妊患者団体連合）会議
(※２)ASPIRE（Asia Pacific Initiative on Reproduction＝アジア太平洋生殖医学会）

◎北海道と九州におしゃべり会が初上陸
大阪（9/2）では懇親会、札幌（10/7）、福岡（10/21）、東京（11/3）で「おしゃべり会」を開催しました。イベントは二部
構成で、第一部は Fine メンバーによる不妊体験談発表。「自分の体験と重なる部分が多くて涙が止まらなかった」
「悩む気持ちはみんな同じなんだと思った」など、多くの声が寄せられました。第二部は、不妊当事者限定で「高度
治療」「40 歳以上」「二人の生活」などのグループに分かれてのおしゃべり会。最初は少し緊張気味の参加者も、時
間が経つにつれてみるみる表情が和らぎ、ピア（同じ体験者）ならではの話題で盛り上がったり、話しながら思わず
涙ぐんだりする場面も多々見られました。毎回のことながら、参加者の帰りの笑顔がとても印象的で、当事者同士の
交流や「安心して話せる場」の必要性をまた実感しました。早くも次回を望む声も、数多く寄せられています。

◎不妊症看護認定看護師さん・胚培養士（エンブリオロジスト）さんによる無料相談
『Fine 祭り 2011』で大好評を博した無料相談を実施。おしゃべり会の会場内に相談コーナーを設置し、個別相談が
行なわれました。中には予約の順番取りのために 1 時間以上も早く来場したり、自分の受精卵の画像を持参して熱
心に相談する姿も。「初めて不妊相談を受けて、気持ちが楽になった」「看護師さんも応援してくれていることが感じ
られてうれしかった」「自分の受精卵について詳しく聞くことができてよかった」など、喜びの声が多数聞かれました。
※不妊症看護認定看護師：日本看護協会で認定された、不妊症看護のスペシャリスト
※胚培養士（エンブリオロジスト）：卵子や精子、不妊治療で受精卵を扱う専門家

Fine は今後も引き続き、不妊で悩む人たちと、医療者をはじめ不妊当事者を支えるサポーターの方との橋渡しとなる
活動も行なって参ります。
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■『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
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)
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

【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
場 所：梅田(大阪市北区)近辺のレストラン
内 容：懇親会
主 催：NPO 法人 Fine
【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
場 所：北農健保会館（札幌市中央区）
【福岡】Fine 祭り 2012 全国おしゃべり会 in 福岡

【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
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)
主 催：ASPIRE ／ iCSi

日 時：2012 年 10 月 21 日（日）13:00〜16:30
場 所：アスクビル（福岡市博多区）
【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
場 所：共和フォーラム（東京都台東区）

共 催：NPO 法人 Fine

内 容：体験談発表＋おしゃべり会＋個別相談

協 力: フィンレージの会

主 催：NPO 法人 Fine

□NPO 法人 F i n e 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」開講中！
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 年より八期連続で開講。
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 5 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/fine̲matsuri.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 2007 年に第１回目の国会請願を実施！
2011 年 5 月の第 4 回目の国会請願では、約 20,500 名の署名が集まり、初めて衆議院で採択、内閣に送付されました。
2012 年 5 月の第 5 回目の国会請願は、集まった署名約 9,000 名、国会議員 26 名にご協力いただきました。
現在、第 6 回目の国会請願に向け署名活動を実施中！ ※参考：http://j-fine.jp/activity/act/message.html

◎媒体関係（取材協力など）
朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・日本経済新聞・東京新聞・北海道新聞・京都新聞・産経新聞 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」・フジテレビ系「とくダネ！」・TBS テレビ系「はなまるマーケット」 他、
「週刊朝日」「赤ちゃんが欲しい」「AERA」「Domani」「婦人公論」「週刊現代」「週刊文春」 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 1,300 名、さらに不妊当事者向け Fine SNS の登録者約 1,200 名（2012 年 11 月現在）〜
NPO 法人 Fine（ファイン） http://j-fine.jp/
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
〒135-0042

東京都江東区木場 6-11-5-201
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