
◆ၚɂღɈॢॄଆā講師　浅井あきよ　　

　　30:Īī:;41～22;41

　　●親子一組 2800円 （小学 4年生以上、初潮前の女の子）定員 8組（最低催行 3組から）

◆ȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĂ൙˄ʛʑˋā講師　浅井あきよ　

　　302:Īݮī402:Īݮī:;41～22;11

　　●参加費　一回　胎教通信コース受講者　1000円　非会員3000円
　　　（コース手続きについては、前のページをご覧ください）ā

◆赤ちゃんを呼ぶાၣණూ作成セミナーā講師　浅井あきよ　　　　
　　40:Īī24;11～ 27;41!定員 4組 
　　●参加費：（特別価格）非会員一組 3800円（＋材料費 2200円）
　　　　　　　　　　　　　　会員一組 2800円（＋材料費 2200円）
　　　*プライベートレッスン
　　　お二人の日程に合わせて調整

◆ᄙ౺ಪ౺Ɉ්ૡʔ˅ଆā講師　岡田弥生　　
　　203:Īݮī「最初の永久歯・六歳臼歯を虫歯ゼロで迎えよう！」
　　4037Īݮī「歯の生え変わり時期を賢く過ごそう」
　　　　　　　　　お　話　24ć11ġ24ć61 （定員15人）
　　　　　　　　個別健診　25ć11ġ25ć61 （1人5分程度/歯ブラシ持参/定員10人）

　　　●お話 500円、健診 500円 （すでにお話を聞いた人は、お子さんの健診だけの予約もできます）

Šడਮၫၭ：HPĪiuuq;0iftp.op.p/kq*申し込みフォームまたは
āāāāāāmadoguti@heso-no-o.jp または FAX03-3607-0016　　
 
　　○申込方法：「講座名、お名前」を件名にいれて、メールまたは FAXにて
　　○記入内容：「講座名、講座日、お名前（ふりがな）、同伴参加者名（あれば）　　　　　　
　　　　　　　 メールアドレス、電話番号（ケータイ可）、ご住所」以上必須
　　　　　　　　会場案内の要・不要、　紹介者または何で知ったかなど、も書いてください。
　　○締め切り：各講座とも締め切りは一週間前（同じ曜日の正午）または定員に達し次第。
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ຄ৮ᅌනܠĶಘȻɝɭɂȞȽȱɡķā講師　浅井あきよ
2月 7日（木）、3月 7日（木）、いずれも 9:30 ～ 10:45/1000 円

申し込みは東江幼稚園　03-3607-0548

2013年1月「へその緒の会」は3年目にはいりました。
 

このたび、今までの活動をさらに発展させ
ĶȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĆ൙˄ʛʑˋķと呼び換えます。

 
また新しくĶȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĆ൙ฆఒʋĜʑķも始まります。

 
胎教は、直接手で触れることのできない胎児の動きに耳を傾け、
心を寄せ、ねがいを注ぎながら子育てをしていくことです。

月別のポイントをお伝えするのが胎教通信コースで、
書いたものでは伝わらない体験の場が胎教レッスンです。

 
どこで、どのようなお産をするにしても、

妊娠中の9か月間の影響ははかりしれないものがあります。
いつでも、どこでも、ふつうの生活をしながらできることばかりです。

 
いのちの法則による胎教、

そこにはたくさんの叡智が詰まっています。
 

いっしょにȳɀȧɄᅰۋɀŁાۋɀを、
ȤɄȥɈෂȥɣɛɘȵɭȥă

どうぞ、詳しくは、中のページをご覧ください。
 

これから、赤ちゃんを授かりたい方へ、
胎教レッスンの前にまず、ಘȻɝɭɬۜȧࡍȵɥાၣණూを作りませんか？

子宝地図ミニ講座や作成セミナーもおこなっています。
 

非会員・参加費 15800 円＋材料費
   会員・参加費  9800 円 +材料費
 
}

　会場は虹のへや （葛飾区東金町 2-25-12）

♥山内ちえこ講師の「お子さんと通じ合うための同調ワーク」
　4月より「たましいをつなぐ同調ワーク」の名称ではじまります。
♥助産師大橋里恵講師の「ベビーマッサージ」「いのちの話」出前講座いたします。ご相談ください。

NPO法人「へその緒の会」会報　　൦4ਖ　2013年1月15日発行　　



 
受講できるのは、
 「今、おなかに赤ちゃんがいる方」と
「これから赤ちゃんんを授かりたい方」です。
 胎教の古典では、受胎前、赤ちゃんを呼ぶ
というところからスタートしています。
 
本当の胎教は受胎前から始まるのです。
 
本当は、書いたものでなく、
直にお伝えしたいのですが
妊娠期間の 9か月、
毎月毎月必ずはお会いできない方もいるでしょう。
 
また、遠くに住んでいて毎月はお会いできない
という方もいるでしょう。
 
そこで継続的にできる方法として、
通信コースを用意しました。
幸い、伊藤真愚先生が、古典から
現代の私たちにわかりやすい文に直して
残していってくださいました。
それをもとに、妊娠月に合わせ
（4週間に一回）教材（お手紙）をお届けします。
 

 
 

ȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĆ൙ฆఒʋĜʑ

また、情報の一方通行でなく、
赤ちゃんがおなかにいるお母さんの今に即し、
双方向のやりとりもしていきたいと思っています。
 
 月一回の
おなかの中からの子育て・胎教レッスンには
ぜひ参加してください。
からだを運んで、感じ取っていただきたいです。
赤ちゃんをより身近に感じていただけることでしょう。
こちらこそが、メインであり、
月数ごとの通信はそれを補うものです。
 
（そこに出られないという方のために
プライベートレッスンや出張レッスンも用意しました。）
 

 
 

　　　　　　　

胎教通信コースは「へその緒の会」会員向けです。
入会と同時に胎教通信コースに申込むことができます。

●胎教通信コース、月額 2000円　
　（現在、実質月々ゼロ円で、通信コースが受けられる、研究協力員を募集しています。）　

 ●胎教レッスン受講費は、通信コース受講生は  　 1000 円
　会員だが通信コース受講はしていない人は　　　 2000円
　非会員は　　 　　　　　　　　　　　　　　一回 3000円
　（試し受講後すぐにコース受講開始の場合は受講生扱いとし差額を返金）

●プライベートレッスン  5000 円 /90 分
　（あなたの希望日時に合わせ、講師と可能な日時の中で調整・場所は虹のへや）

●プライベート出張レッスン  10000 円 /90 分＋交通費実費
　（あなたの希望の日時、場所に合わせ、講師と可能な日時で調整）

　１～ 3月に入会した方へ、顧問の先生の本をプレゼント！をしています。
　　竹内正人先生の「マイマタニティーダイアリー」
　　池川明先生の「胎内記憶」「生まれる前からの子育て」の 3冊から選択可。
 ................................................................................................................

　　　　　　　   
　　　　　　  　 
              
一般会員

　　2人で子宝地図を作ろう！
子宝地図セミナーに
　　参加。

　胎教レッスンで
赤ちゃんを呼ぶ、も実行。
（お試し受講もできるよ）

産院に受診。
赤ちゃん
来てました！

またパパとラブラブ。
2人目はまだだけど

「出産で女度アップしたね』
って言われちゃった。

嬉しい！

赤ちゃんの胎動を
感じます。胎教レッスンも、
通信コースも楽しみ！
リラックスできて
楽しい！

お産当日。
ハプニングもあったが

無事出産。
感動！

おっぱい育児も順調。
ちょっと困ったことがあっても
すぐに聞けるので安心。
妊娠出産育児はひとつづき、
ってこういうことなのね。

赤ちゃんがほしい！
早く来てくれないかな。
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入会金　5000円
年会費　3000円

会の趣旨に賛同する会員です。
会主催の講座やイベントに会員割引価格で参加できます。
入会から 1年間有効　

■更に詳しく知りたい方は、ホームページも合わせてご覧ください。
ā■無料メルマガ会員受付中

プレゼント本
　もらったよ！

http://heso-no-o.jp/



◆ၚɂღɈॢॄଆā講師　浅井あきよ　　

　　30:Īī:;41～22;41

　　●親子一組 2800円 （小学 4年生以上、初潮前の女の子）定員 8組（最低催行 3組から）

◆ȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĂ൙˄ʛʑˋā講師　浅井あきよ　

　　302:Īݮī402:Īݮī:;41～22;11

　　●参加費　一回　胎教通信コース受講者　1000円　非会員3000円
　　　（コース手続きについては、前のページをご覧ください）ā

◆赤ちゃんを呼ぶાၣණూ作成セミナーā講師　浅井あきよ　　　　
　　40:Īī24;11～ 27;41!定員 4組 
　　●参加費：（特別価格）非会員一組 3800円（＋材料費 2200円）
　　　　　　　　　　　　　　会員一組 2800円（＋材料費 2200円）
　　　*プライベートレッスン
　　　お二人の日程に合わせて調整

◆ᄙ౺ಪ౺Ɉ්ૡʔ˅ଆā講師　岡田弥生　　
　　203:Īݮī「最初の永久歯・六歳臼歯を虫歯ゼロで迎えよう！」
　　4037Īݮī「歯の生え変わり時期を賢く過ごそう」
　　　　　　　　　お　話　24ć11ġ24ć61 （定員15人）
　　　　　　　　個別健診　25ć11ġ25ć61 （1人5分程度/歯ブラシ持参/定員10人）

　　　●お話 500円、健診 500円 （すでにお話を聞いた人は、お子さんの健診だけの予約もできます）

Šడਮၫၭ：HPĪiuuq;0iftp.op.p/kq*申し込みフォームまたは
āāāāāāmadoguti@heso-no-o.jp または FAX03-3607-0016　　
 
　　○申込方法：「講座名、お名前」を件名にいれて、メールまたは FAXにて
　　○記入内容：「講座名、講座日、お名前（ふりがな）、同伴参加者名（あれば）　　　　　　
　　　　　　　 メールアドレス、電話番号（ケータイ可）、ご住所」以上必須
　　　　　　　　会場案内の要・不要、　紹介者または何で知ったかなど、も書いてください。
　　○締め切り：各講座とも締め切りは一週間前（同じ曜日の正午）または定員に達し次第。
 

ાۋɀɉȤɄȥɈෂȥɣĊ

OQP ၭఱ

ĶɒȷɈɈޏķɁȳă

題字・絵 /とださちえ東京都葛飾区東金町 4-3-13　FAX03-3607-0016  http://heso-no-o. jp/

2ġ4ॢɈਆڨ໘

New

事前申し込み
受付中（HP）

ຄ৮ᅌනܠĶಘȻɝɭɂȞȽȱɡķā講師　浅井あきよ
2月 7日（木）、3月 7日（木）、いずれも 9:30 ～ 10:45/1000 円

申し込みは東江幼稚園　03-3607-0548

2013年1月「へその緒の会」は3年目にはいりました。
 

このたび、今までの活動をさらに発展させ
ĶȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĆ൙˄ʛʑˋķと呼び換えます。

 
また新しくĶȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĆ൙ฆఒʋĜʑķも始まります。

 
胎教は、直接手で触れることのできない胎児の動きに耳を傾け、
心を寄せ、ねがいを注ぎながら子育てをしていくことです。

月別のポイントをお伝えするのが胎教通信コースで、
書いたものでは伝わらない体験の場が胎教レッスンです。

 
どこで、どのようなお産をするにしても、

妊娠中の9か月間の影響ははかりしれないものがあります。
いつでも、どこでも、ふつうの生活をしながらできることばかりです。

 
いのちの法則による胎教、

そこにはたくさんの叡智が詰まっています。
 

いっしょにȳɀȧɄᅰۋɀŁાۋɀを、
ȤɄȥɈෂȥɣɛɘȵɭȥă

どうぞ、詳しくは、中のページをご覧ください。
 

これから、赤ちゃんを授かりたい方へ、
胎教レッスンの前にまず、ಘȻɝɭɬۜȧࡍȵɥાၣණూを作りませんか？

子宝地図ミニ講座や作成セミナーもおこなっています。
 

非会員・参加費 15800 円＋材料費
   会員・参加費  9800 円 +材料費
 
}

　会場は虹のへや （葛飾区東金町 2-25-12）

♥山内ちえこ講師の「お子さんと通じ合うための同調ワーク」
　4月より「たましいをつなぐ同調ワーク」の名称ではじまります。
♥助産師大橋里恵講師の「ベビーマッサージ」「いのちの話」出前講座いたします。ご相談ください。

NPO法人「へその緒の会」会報　　൦4ਖ　2013年1月15日発行　　


