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平成２８年度「東京都女性活躍推進大賞」優秀賞受賞記念セミナー

社会・企業に向けて、
不妊治療と仕事の両立環境改善を考えるセミナーを開催
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、不妊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、平成 28 年度「東京都女性活躍推進大賞」
（※１）優秀賞の受賞を記念
し、多様な生き方が選択できる社会の実現に向け、女性活躍推進に取り組むことを目的に、平成 29 年
2 月 1 日（水）と 3 月 12 日（日）にセミナーを開催いたします。
セミナーの詳細はこちら http://m-action.wixsite.com/npofine

本セミナーは不妊啓発も目的としておりますので、ぜひご取材くださいますよう、お願い申し上げます。

平成 28 年度「東京都女性活躍推進大賞」表彰状の贈呈
Fine は、平成 28 年度「東京都女性活躍推進大賞」優秀賞を受賞し、
平成 29 年 1 月 18 日（水）東京都庁で行なわれた贈呈式にて、表彰状
と盾の贈呈を受けました。
Fine は、不妊治療と仕事の両立環境改善のため、企業における環境整
備のサポートや若い世代が妊娠や不妊に対して正しい知識を得られ
る啓発活動、また不妊当事者が不妊当事者の心のケアを行なうための
ピア・カウンセラー養成事業など、10 年以上にわたり活動を継続して
きたことが評価されました。
不妊が特別なことではなく普通に話せる社会の実現を目指して、これ
からも活動して参ります。

【小池百合子都知事と優秀賞受賞者】
（右から 3 人目、Fine 理事長・松本）

平成 28 年度「東京都女性活躍推進大賞」優秀賞受賞プレスリリース http://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_release_1612.pdf
※１ 東京都が全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が選択できる社会の実現に向け、女性活躍推進に取り組む

企業や団体及び個人に贈呈するものです。http://www.tokyo-wlb.jp/women/taisho.html

女性が活躍する社会へ ～社会・企業に今、求められるものは何かを考える～
日本では、晩婚化・晩産化により不妊に悩むカップルが増え、5.5 組に１組が不妊といわれており、深刻な社会
問題となっています。職場において、部下が、同僚が、もしかしたら不妊で悩んでいるかもしれません。「出産
や育児と仕事の両立」や「介護と仕事の両立」と同じように、「妊活と仕事の両立」を希望する人が、キャリア
を断念することなく不妊治療を続けられる環境が求められています。
女性が輝くことができる社会の実現には、「産み・育て・働きたい」と願う女性のニーズを知ることが、まずは
大事だといえます。そのため Fine では、2 回にわたり、企業・社会・個人に求められているものは何かを参加
者とともに考えるセミナーを開催いたします。
【第 1 弾 開催概要】
「多様な生き方、働き方のニーズに対応するために社会・企業に求められること」
〜妊活ニーズのすべて〜
日
時：平成 29 年 2 月 1 日（水）18:30～20:00（予定） ＊受付は 18:00～
内
容：妊活基礎知識、治療と仕事の両立での課題と当事者のニーズ、企業や個人にできることなどにつ
いて考えます
プログラム 18:30～19:45 講師：NPO 法人 Fine 理事 野曽原誉枝（のそはらやすえ）
19:45～20:00 質疑応答
参 加 費：無料
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場
住

所：日本財団ビル会議室
所：東京都港区赤坂 1 丁目 2 番 2 号
＜最寄り駅＞東京メトロ 南北線・銀座線「溜池山王駅」9 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」3 番出口 徒歩 5 分
参 加 者：企業の方（CSR 部門、人事部門、総務部門、ダイバーシティ部門、管理職、労働組合、健康保険組
合関連部門）
、自治体関係者、社会課題に取り組む NPO の方、企業に提案したいと考えている従業
員の方、一般の方など
申込方法：事前申込制 http://m-action.wixsite.com/npofine
定
員：約 25 名
主
催：NPO 法人 Fine
共
催：日本財団 CANPAN プロジェクト http://canpan.info/about/
【第２弾 開催概要】
「女性が真に活躍できる環境整備のために社会・企業に今求められる心理的サポートと社会的サポートとは」
～産みたい、育てたい、働きたいを実現するために～
日
時：平成 29 年 3 月 12 日（日）13:30～16:00（予定） *受付は 13:00～
内
容：生殖心理の専門家とダイバーシティ関係に詳しいゲストをお招きし、不妊当事者や不妊当事者を
応援する方などさまざまな立場の皆さんと、社会や企業に求められるサポートについて考えます
プログラム 13:30〜14:30 講演「不妊体験者が働きやすい職場とは」
平山史朗先生（東京 HART クリニック 生殖心理カウンセラー／臨床心理士、
日本生殖心理学会 副理事長）
14:30〜14:50 体験談発表（Fine 公認ピア・カウンセラー）（※2）
15:00〜16:00 パネルディスカッション「社会や企業に求められるサポートについて」
（予定）
・平山史朗先生
・ゲスト：ダイバーシティや妊活とキャリアに詳しい方
・司 会：松本亜樹子（Fine 理事長）
場
所：スルガ銀行 ＡＮＡ支店 Financial Center
住
所：東京都中央区日本橋室町 1－7－1 スルガビル 2Ｆ
＜最寄り駅＞ 東京メトロ 半蔵門線「三越前駅」A1 出口 徒歩 1 分
参 加 者：不妊当事者、当事者を応援する方、ピア・カウンセラーに興味のある方、企業関係者、自治体関
係者、一般の方など
申込方法：平成 29 年 2 月 12 日より受付開始 事前申込制 http://m-action.wixsite.com/npofine/next-event
定
員：約 50 名
主
催：NPO 法人 Fine
※2「ピア・カウンセラー」の「ピア」は仲間という意味で、ピア・カウンセラーは相談者と同じ心の痛みがわかる経験者
（当事者）として話を聴き、心の支えになろうという立場の人のことです。

◎日本初！ｅラーニングによる「不妊ピア・カウンセラー養成講座」受講生募集中！
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 年より十ニ期連続で開講。
Fine 認定ピア・カウンセラーは、面接カウンセリングや電話相談、講演など、全国で活動中。
※参考：http://j-fine.jp/e-pia/「Fine 認定ピア・カウンセラー紹介」http://j-fine.jp/peer/

取材をご検討の方は、事前に Fine 広報窓口（finekouhou@j-fine.jp）までご連絡ください。
〜Fine 会員は約 1,950 名、さらに SNS も開設！ 登録者約 1,700 名（2017 年 1 月現在）〜
NPO 法人 Fine（ファイン） http://j-fine.jp/
〒135−0042 東京都江東区木場 6-11-5-201 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
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