
 

【NPO法人Fine これまでの活動】 

 

2008年（平成20年） 

･1月 『赤ちゃんが欲しい』34号（主婦の友社）に掲載 

･1月 9日・24日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･1月 11日 電話カウンセリング実施 

･1月 12日 生殖心理カウンセラー養成講座（講師：Fineピア・カウンセラー） 

･1月 12～13日  第三期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･1月 16日 Fine Bloom開催(横浜市戸塚区) 

･1月 19日 埼玉県第2不妊相談事業への協力（グループ司会：Fineピア・カウンセラー） 

･1月 21日 会報誌第14号発行 

･1月 25日 Fine面接カウンセリング実施 

･1月 28日 横浜市不妊相談研修（講師：Fineピア・カウンセラー） 

･1月 30日 カンガルー・プロジェクト(グループB） 開催(江東区) 

･2月 「カンガルー・プロジェクト」のプレスリリース発行 

･2月 1日 電話カウンセリング実施 

･2月 3日 第 5回日本生殖医療心理カウンセリング学会・学術集会にてブース展示 

･2月 9日 千葉県主催「不妊フォーラム」で講演 

･2月 9～10日 第三期Fineピア・カウンセラー養成講座および認定試験 

･2月 11日 第四期ピア・カウンセラー養成講座受講説明・相談会 

･2月 11日 中国新聞 取材協力 

･2月１3日・28日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･2月 15日 Fine面接カウンセリング実施 

･2月 16日 不妊相談士養成講座(講師：Fineピア・カウンセラー) 

･2月 16日 Fine Bloom開催(江東区) 

･2月 20～22日 IAPO(国際患者団体連合)会議に参加 

･2月 23日 ブダベストにて開催されたiCSi（国際不妊患者団体連合）会議で日本代表として発表 

･2月 26日 おしゃべり会 開催 

･2月 27日 カンガルー・プロジェクト（グループB) 開催(荒川区) 

･3月 1日 神奈川県産科婦人科医会主催 平成20年度市民公開講座で後援 

･3月 1日 日経新聞 取材協力 

･3月 7日 山陰中央新報 取材協力 

･3月 7日 電話カウンセリング実施 

･3月 8～9日 第三期Fineピア・カウンセラー養成講座および修了式 

･3月 10日 日本経済新聞夕刊 生活面に掲載 

･3月中旬 山陰中央新報朝刊 連載4回 掲載予定 

･3月 12日・27日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･3月 13日 Fine Bloom開催(渋谷区) 

･3月 14日 CS放送G+（ジータス） 『医療ルネサンス』取材協力 

･3月 19日 消費者 グループインタビュー協力（ライカマイクロシステムズ(株）) 

･3月 21日 Fine面接カウンセリング実施 



 

･3月 25日 Fineおしゃべり会 開催 

･3月 26日 カンガルー・プロジェクト(グループB） 開催(台東区) 

･3月～5月 JISART施設認定審査 

･4月 中国新聞朝刊くらし面 連載5回 掲載予定 

･4月 『赤ちゃんが欲しい』35号（主婦の友社）に掲載 

･4月 3日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･4月 5日・15日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･4月 9日・24日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･4月 10日 京都新聞『不妊と向き合う』取材協力 

･4月 12日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座開講式 

･4月 13日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･4月 13～15日 ＣＳ放送Ｇ+（ジータス） 『医療ルネサンス』取材協力 

･4月 14日 読売新聞『医療ルネサンス』取材協力 

･4月 16日 携帯サイト『教えて！不妊ナビ』にNPO法人Fineの紹介とFine代表・松本とたかぼん

（Fineメンバー）の「ひとりぼっちじゃないよ！不妊治療」コーナー オープン 

･4月 18日 電話カウンセリング実施 

･4月 18日 京都新聞に掲載 

･4月 19日 Fine Bloom開催(江東区) 

･4月 19日 患者の声を医療政策に反映させるあり方検討会主催 第 1 回「患者の声を医療政策

に反映させるフォーラム」参加 

･4月 21日 会報誌第15号発行 

･4月 22日 カンガルー・プロジェクト(グループA） 開催(台東区) 

･4月 25日 Fine面接カウンセリング実施 

･4月 25日 京都新聞『不妊と向き合う第 4 回 病院・相談窓口』にFineの「医療機関アンケート」が

掲載 

･5月 「男性が不妊を語る会」のプレスリリース発行 

･5月 1日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･5月 4・5・9・11  ＣＳ放送日テレＧ+ 『医療ルネサンス』で「不妊治療～初産30歳時代を前に～」放送 

12・16・18・19   （テレ玉 6日・20日放送） 

23・25・26・30 

･5月 9日 電話カウンセリング実施 

･5月 9日 読売新聞 朝刊『医療ルネサンス 病院の実力 不妊治療4』にFineの紹介が掲載 

･5月 10日 Fine地方イベント「全国おしゃべり会IN名古屋」開催 

･5月 10～11日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･5月 10日・20日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･5月 14日・29日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･5月 16日 Fine面接カウンセリング実施 

･5月 17日 埼玉県第2不妊相談事業への協力（グループ司会補助：Fineピア・カウンセラー） 

 



 

･5月 18日 読売新聞 朝刊『投書「お答えします」読者センターから』にFineへの連絡先が掲載 

･5月 20日・22日 米国研究製薬工業協会主催「患者団体支援プログラム」ワークショップに参加(東京・

大阪) 

･5月 22日 Fine Bloom開催(渋谷区) 

･5月 24日 TOFF研究セミナーにFine代表 松本が参加 

･5月 24日 京都新聞 取材協力 

･5月 27日 カンガルー・プロジェクト(グループA） 開催(台東区) 

･5月 31日 広島ＨＡＲＴクリニック 患者会(司会：Fineピア・カウンセラー) 

･6月 1日 「セント・ルカセミナー」（セント・ルカ産婦人科主催）にてFineピア・カウンセラーが講演 

･6月 1日 市民公開講座・茨城県不妊専門相談センター勉強会「不妊症を考える」にてFine代表 

松本とFineピア・カウンセラーが講演 

･6月 3日 読売新聞 朝刊くらし面に「男性が不妊を語る会」のお知らせが掲載 

･6月 3日 オーストラリア放送協会 東京支局 取材協力 

･6月 5日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･6月 6日 電話カウンセリング実施 

･6月 6日 京都新聞『不妊と向き合う第 10 回 仲間』にFine代表 松本のインタビュー「つらさを一

人で抱えないで」が掲載 

･6月 7日・17日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･6月 7日      大分合同新聞 朝刊に「セント・ルカセミナー」でのFineピア・カウンセラー講演内容 

が掲載 

･6月 8日 第 6回ＪＩＳＡＲＴシンポジウム 参加 

･6月 11日・26日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･6月 11日 「男性が不妊を語る会」開催 

･6月 14～15日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･6月 15日 IVF JAPAN主催 「不妊は治る！ トーク＆コンサート」トークショーにFine代表 松本出

演 

･6月 18日 Fine Bloom開催(さいたま市) 

･6月 20日 Fine面接カウンセリング実施 

･6月 24日 カンガルー・プロジェクト(ピア限定） 開催(台東区) 

･7月 『赤ちゃんが欲しい』36号（主婦の友社）に掲載 

･7月 3日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･7月 4日 電話カウンセリング実施 

･7月 5日 ファティリティクリニック東京 患者会「おしゃべり会」（司会進行：Fineピア・カウンセラー） 

･7月 9日・24日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･7月 10日 おしゃべり会 開催 

･7月 11日 Fine面接カウンセリング実施 

･7月 11日 ＴＢＳテレビ 取材協力 

･7月 19日         埼玉県第2不妊相談事業への協力（グループ司会補助：Fineピア・カウンセラー） 

･7月 19日     日本経済新聞に「男性も不妊の悩み」をFine代表 松本が寄稿 



 

･7月 12～13日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･7月 12日・22日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･7月 18日 会報誌第16号発行 

･7月 19日 Fine Bloom開催(江東区) 

･7月 20日 公開講座「しあわせへの不妊治療」（ALBA OKINAWA CLINIC主催）にて講演 

･7月 21日 琉球新報 公開講座「しあわせへの不妊治療」のFine代表 松本の講演内容が掲載 

･7月 22日 オーストラリア放送協会 東京支局 取材協力 

･7月 23日 Fine Circle(プレ開催のため参加者限定） 開催(江東区) 

･7月 25日 沖縄タイムス Fine認定ピア・カウンセラーの活動が掲載 

･7月 29日 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』取材協力 

･7月 29日 カンガルー・プロジェクト(グループＡ） 開催予定(台東区) 

･7月 31日 「不妊は男女の問題：日本における不妊の実態と治療」プレスセミナー（メルクセローノ

（株）主催）で「患者が抱える負担と課題」をFine代表 松本が発表 

･8月 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』取材協力 

･8月 1日 電話カウンセリング実施 

･8月 5日 Fine面接カウンセリング実施 

･8月 9～10日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･8月 9日・19日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･8月 13日・28日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･8月 14日 『AERA』 取材協力 

･8月 20日 Fine Bloom開催(台東区) 

･8月 21日 朝日新聞 取材協力 

･8月 26日 カンガルー・プロジェクト(グループＡ） 開催(渋谷区) 

･8月 26日 朝日新聞夕刊 14 面 「不妊に悩む男女の意識調査（メルクセローノ社）」についてFine

代表 松本のコメントが掲載 

･9月 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』取材協力 

･9月 「男性が不妊を語る会 第 2回」のプレスリリース発行 

･9月 4日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･9月 5日 電話カウンセリング実施 

･9月 5日 朝日新聞 朝刊生活面 「納得して不妊治療５」にFineピア・カウンセラーのコメントが掲

載 

･9月 6日 朝日新聞 朝刊生活面 「納得して不妊治療６」にFine代表 松本のコメントが掲載 

･9月 6日 Fine Bloom開催（江東区)  

･9月 10日・25日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･9月 13日・23日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･9月 19日 Fine面接カウンセリング実施 

･9月 19日 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』取材協力 

･9月 20日 埼玉県第2不妊相談事業への協力（グループ司会補助：Fineピア・カウンセラー） 

･9月 20～21日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･9月 22日 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』取材協力 



 

･9月 24日 英ウィメンズクリニック 看護師研修（施設スタッフ向け講義）（講師：Fineピア・カウンセ

ラー） 

･9月 30日 ＴＢＳテレビ 『イブニング・ファイブ』で「子どもが欲しい…～40代の不妊治療～」が放送 

･9月 30日 カンガルー・プロジェクト(グループＢ）開催(台東区) 

･9月 30日 Fine Circle開催(新宿区)  

･10月 『赤ちゃんが欲しい』37号（主婦の友社）に掲載 

･10月 「Fine祭り 2008 ‘ひとりじゃないよ！不妊’～仲間がいるよ。サポーターもいっぱい～」

のプレスリリース発行 

･10月 2日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･10月 3日 電話カウンセリング実施 

･10月 3日 東京スポーツ 取材協力 

･10月 3日 NHK 取材協力 

･10月 5日 Fine Bloom開催（さいたま市) 

･10月 6日 会報誌第17号発行 

･10月 8日・23日 Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･10月 11日・21日Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･10月 11～12日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･10月 19日 「男性が不妊を語る会」開催（江東区） 

･10月 21日 オーストラリア放送協会 放送 

･10月 24日 Fine面接カウンセリング実施 

･10月 26日 京都新聞『進歩する不妊治療の中で』と題し、渡辺醍醐クリニック渡辺院長とFineスタッ

フ、Fineピア・カウンセラーとの座談会が掲載 

･10月 28日 カンガルー・プロジェクト(グループＢ） 開催(渋谷区) 

･10月 29日 読売新聞 朝刊くらし面に「Fine祭り」のお知らせが掲載 

･11月 「不妊患者の経済的負担の軽減のため」の自署（直筆）による全国的な署名運動を

開始 

･11月 2日 NPO法人Fine主催 「Fine祭り 2008 ひとりじゃないよ！不妊」開催  

･11月 6日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･11月 7日 電話カウンセリング実施 

･11月 8～9日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･11月 8日・18日 Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･11月 12日・27日Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･11月 15日 聖路加看護大学看護実践開発研究センター事業 認定看護師教育課程の不妊症看

護コース（講師：Fineピア・カウンセラー） 

･11月 16日 Fine Bloom開催（江東区) 

･11月 18日 読売新聞 朝刊 27 面都民版 『爽爽記』にFineスタッフ（もるちゃん）投稿による「Fine

祭り」のエッセイが掲載 

･11月 21日 Fine面接カウンセリング実施 

･11月 24日 学会展示（医療の質・安全学会第３回学術集会にて、活動展示） 



 

･11月 25日     カンガルー・プロジェクト(グループＢ） 開催(台東区) 

･12月 3日 Fine Bloom開催（台東区) 

･12月 4日 男女共同参画センター横浜 「なかまの相談・不妊の悩みおしゃべり会」開催（司会進

行：Fineピア・カウンセラー） 

･12月 5日 電話カウンセリング実施 

･12月 6日 第五期ピア・カウンセラー養成講座受講説明・相談会 

･12月 10日・25日Fineピア・カウンセラーによる電話相談実施 

･12月 12日 第五期ピア・カウンセラー養成講座受講説明・相談会 

･12月 13～１4日 第四期Fineピア・カウンセラー養成講座 

･12月 13日・23日Fineピア・カウンセラーによる面接カウンセリング実施 

･12月 16日 カンガルー・プロジェクト(グループＢ） 開催(台東区) 

･12月 19日 Fine面接カウンセリング実施 

･12月 22日 日本生殖再生医学会・理事会内委員会に招致され意見発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


