
◆子どもと通じあうためのວ෮ʋʷʽʣʉĜʏʿˋˇĜʇ　　講師　山内ちえこ

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/  

New

このニュース聞いたとき私は
「やっぱり　そうなのか！」と思いました。
というのは、このところ
「へその緒の会」でも、赤ちゃんを授かりたい
という方からの相談やお問い合わせを受けることが
多くなっていたのです。

へその緒の会では、おなかの中からの子育てとして胎教レッスンを行っています。
「胎教の第一課は受胎前『天から赤ちゃんを呼ぶ』というところからなのですよ」と
ホームページなどでもお伝えしたところ
昨年は妊娠前の方（未妊の方）が胎教レッスンに参加することが増えました。
ある日のレッスンでは5人中3人が未妊の方だったほどです。

そこで、へその緒の会では、
赤ちゃんを授かりたい方や二人目が欲しいという方のために、
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昨年12月5日夕方のNHKのニュースで、ベネッセの調査の結果が流れました。
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（前回2007年より13,2ポイント増）ķ!

şおなかの中からの子育てā
ā൙˄ʛʑˋ　　講師　浅井あきよ　　
2025!（火）,!3022（火）,!4022（火）
2036 (土）,!3033（土）
　※ワーキングママも参加しやすいよう土曜日の講座も用意しました。
　　（お仕事の有無を問わず参加できます。）

ā9:30～11:00　　定員 6名
●参加費：1回　一般 3000円 / 会員 2000円
　　　　　胎教サポートコース受講生 1000円
　　　　　　

　　　申込窓口：http:/heso-no-o.jp/申し込みフォームまたは
āāāāāāāāmadoguti@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。

4年生以上～初潮前の女の子とお母さんへ
◆母と娘のॢॄଆ　　講師 大橋里恵助産師

ā309（土）10:00～12:00ā定員 12組
　●参加費：一般・親子一組 2800円 / 会員 2300円

◆ʱʫĜʶʛʍĜʐɂಘȻɝɭൌഀ 講師大橋里恵助産師　

ā405（火）10:00～11:00 定員8組 　生後1か月から18か月の赤ちゃん

　●参加費：一般 3000円 / 会員 2000円
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（赤/幼/小）
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（赤/幼/妊）

池川明先生講演会

ベビーマッサージ

「胎教レッスン」
「同調ワーク」
「赤ちゃん授かり塾・体験会」
　詳しくは中面をごらん下さい

☆サポートコースは「へその緒の会」会員向けです。サポートコースに関してはお問い合わせ下さい。

　会場は虹のへや（葛飾区東金町 2-25-12）

NPO法人「へその緒の会」会報　　第 6号　2014年 1月 1日発行　　
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毎月第2火曜日　

●毎月第3火曜日と最終土曜日(各クラス60分）　

毎月最終土曜日
3/29は講演会のため胎教レッスンはありません。　

月経教室

　　※カップルでも参加しやすいよう土曜日の講座も開設、クラス分けが変わりました。　
āāʇˁʑĪīāおなかの赤ちゃんとお話ししよう。カップルでの参加をおすすめします
āāಘȻɝɭʇˁʑĪಘīā生まれてすぐから18ヶ月までの赤ちゃんとママ、パパ
āāᅌʇˁʑĪᅌīā18ヶ月以上就学前のお子さんとママ、パパ）
āāழෂߔ౺Ɉʶʶʇˁʑ!Īழī!                             

ā2032（火）! 9:30~（妊）・10:45~（幼）・13:00~（小）
ā2036（土） 11:15~（赤）
ā3029! （火）! 9: 30~（赤）・10:45~（幼）・13:00~（小）
ā3033!（土）11:15~（妊）
ā4029（火）ā9: 30~（赤）・10:45~ (幼）・13:00~（妊）āāā
　●参加費：1回　一般 3000円 / 会員 2000円　各クラス定員 8人
　   ※お子さんの好きなおもちゃなどはお持ち下さい。おやつ不可。

気持ちよいタッチがが赤ちゃんの心とからだを育てる。
赤ちゃんもママも幸せ時間。



ԑɼʹĜʐˇĜʇ
　　◇ୃɈɼʹĜʐˇĜʇ
　　　「へその緒の会」オリジナルのイメージワークです。
　　　一見、音楽を聞いて坐っているだけですが初めての人でも、
　　　からだのリラックスとこころの集中が同時に出来る、
　　　自分のからだの声を聞きやすくなるワークです。

　　◇受胎前の胎教Ķ๏ȥɣಘȻɝɭɬঘɐķ
　　　（漢方の伊藤真愚先生直伝）を実践します。

　　◇ാᅣɈɼʹĜʐˇĜʇ
　　　日想観として、伝統ある方法です。
　　　これだけで、からだがぽかぽか温まる人もいます。

　　◇জ૭ᄨᆵɬɛɥˇĜʇ
　　　手のひらを敏感にし、自分で自分を癒す力、
　　　パートナーの互いの癒す力を高めるワークをします。　

 ♥ਆāā
　　◇ĶॢॄɂසᆯȱɅɄɥķ月経は次の妊娠へのスタート
　　　この講義を聞いて月経を喜んで迎えるようになった、
　　　とは以前の受講者の感想。
　　◇ĶహɈᆵɬࣅɛɥɅɉĉķ
　　　妊娠と深いかかわりを持つ౺ఇࡉɬ࠸ɚహॄɈລȧ

　　　を中心に漢方のからだ観を学び、日常に生かす。　
　ɂɉĉߤ౺௵ୣȥɣॽȳకᆵɬɛɥۃ◇　　
　　　腎の力・応用編

 ԑɺĜʠˇĜʇ（選択科目）
　（専門の講師が指導・初めての方でも素敵な作品ができます）
　　◇!ਗ਼
　　　シュタイナー教育で用いられている透明水彩の濡らし絵。
　　　イメージワークと相乗効果を発揮します。
　　◇ʋˁĜʐʽ
　　　願いを形に。切ったり貼ったりして作品を作ります。

 　♥少人数での教室です。個別の事情に合わせたアレンジもいたします。
 

3月29日（土）14：30開場 /15：00開演）
東江幼稚園　ホールにて　
　　　　　　　

                       

2014年　月　　日（土）14：30開場 /15：00開演（17：30まで）3　　29
●会　　場　　東江幼稚園　ホール　東京都葛飾区東金町 2-25-12　JR 金町駅徒歩 10分

●入 場 料　  3000 円　　早割 2500円 (2014 年 2月末日〆）　　●定　員 120名（定員に達し次第〆切ります）
　　　　　　  　　　　　　当日 3500円
●主      催      NPO法人「へその緒の会」　　　●後　　援　　葛飾区教育委員会　

●申 込 み 　  http://www.heso-no-o.jp/
●問い合わせ　  「へその緒の会」池川明先生講演会専用メール baby@heso-no-o.jp/または FAX03-3607-0016

                       

お子さま連れの方、赤ちゃん連れの方も、お子さんと一緒に聞いたりできるようメイン会場の隣に親子ルームを用意しています。

くわしくはHPをごらん下さい

Ķ൙໘ݏࡥķɬඪɦɊĂ౺ɘɦɀȧȹڷჍȦɩȥɥ
āāāāā

දರცಪ౺ਆޏܩ

産科医、医学博士。1989年横浜市に池川クリニックを開業。
著書「胎内記憶」「赤ちゃんと話そう !生まれる前からの子育て」「ママ、
さよなら、ありがとう。ーー天使になった赤ちゃんからのメッセージ」、
「雲の上からママをみていたころのこと」等多数。
池川クリニックHP　http://www1.seaple.icc.ne.jp/aikegawa/

දರც

ā
●参加費 7000 円 / 早割 6500 円（2014 年 2 月末日〆）※座談会のみの参加は受け付けておりません。　
●時間 /17：45～19：00　
●場所 / 東江幼稚園和室 (7 . 5 畳）＊お茶とお菓子付
●申込み・問い合わせは同上　

දರცಪ౺を
囲んでのඨޏ 12

ঔฤ

შ

少人数で間近で池川先生と
お話できる機会です。

દۇݨ

ȭɭɄȜɄȹɅ

ဧȞɀɕȱȞ

仕事が忙しくて
未来の

赤ちゃんの事を
考えられない

赤ちゃんが
ほしい

一人目は
授かったのに、
二人目がまだと
あせっている

赤ちゃんと
悲しい

お別れをした

おなかの
赤ちゃんの

ためになることを
したい

「いいお産」を
したい

赤ちゃんの
気持ちを
わかりたい

子育てに
ちょっと
疲れ気味

胎内記憶に
興味がある

GBYɁɈȤడਮəɉᆈჶȥɣ

※地図は裏面をごらん下さい

胎内記憶とは、赤ちゃんがまだおなかの中にいた時の記憶を指します。
ある調査によると、1620 人の保育園児のうち、実に 33％にあたる 535 人が

「おなかの中にいた時の記憶がある」と答えています。
 赤ちゃんを授かりたいあなた、今妊娠中のあなた、子育てに少し疲れ気味のあなた、

胎内記憶の第一人者池川明先生の、ちょっぴり不思議で、でも、
とても感動的な命のお話しを聴きにきませんか？

きっとあなたの心が温まり、生きる希望が湧いてきます。

◆講師・主催者側の理由により、又は台風・地震などの自然災害で開催できなくなった場合には、ご連絡の上返金いたします。それ以外の場合は原則として返金いたしません。予めご了承下さい。

絵 /とださちえ

ಘȻɝɭୂȥɤ୶ではこんなことをします

このಘȻɝɭୂȥɤ୶は、もともと「へその緒の会」の中心の活動、
ȤɄȥɈෂȥɣɈાۋɀĶ൙˄ʛʑˋķから生まれたものです。
 
おなかの中から子育てが始まっているよ、とは
൙໘ݏࡥのදರცಪ౺もおっしゃっていますが、
その先生が不妊の問題にはこのように発言しています。
「赤ちゃんがなかなか授からず、悩んでいるかたはたくさんいます。
理由はさまざまですが、原因不明という場合がとても多いのです。
医学的なトラブルがあると、高度医療の助けを借りざるえないケースもあります。
しかし、原因不明の不妊の中には、治療以前に、お母さん自身に
取り組めることがたくさんあるのです。
ȷɦɉĂȤၚȯɭɈఘబɬ
ಘȻɝɭȦȞȾɁɜɞȽɀȭɣɦɥൔɅ෮ȢɥȭɂɁȳă」
池川明　著「子どもはあなたに　大切なことを伝えるために生まれてきた」
「メッセージ６８」より抜粋」
 
「赤ちゃんがいつでもやって来られる状態に心身を調える」そのための具体的な方法が
ɒȷɈɈޏɈಘȻɝɭୂȥɤ୶のプログラムです。
 
赤ちゃんが欲しい方、二人目がなかなか授からないと悩んでいる方、
ĶಘȻɝɭୂȥɤ୶Ćൌঅޏķにいらっしゃいませんか？
今までとは少し違うアプローチや考え方を学ぶことができますよ。

　1/25（土）　2/11（火・祝）　2/22（土）　3/8（土） 
◇午後 1:15～2:45 （1時開場）
　講　師：浅井あきよ・他
　会　場：虹のへや （葛飾区東金町 2丁目・JR金町駅徒歩 10分）
　定　員：6組（一人参加も可）
　会　費：一組 3000円・一人 2000円
 ●お申し込みは「へその緒の会」窓口
　　　　　　　　madoguti@heso-no-o.jp　へ
　件名：体験会〇月〇日 /お名前
　本文に一人かカップル参加か
　ケータイ番号 以上をメールで送信してください。
　（二人で参加の場合・お名前は女性のみで結構です。一人か二人参加か未定でも申し込めます。）

ൌঅޏา

産科医දರცಪ౺ਆޏܩ

※詳しくは講演会チラシまたはホームページをごらん下さい

◆胎内記憶̶命の起源にトラウマが潜んでいる
胎内記憶ってなーに？という人
まずこの本を読んでみませんか？
実際のデータに基づいた本です。
図や写真も多い。(角川 SSC新書 )
 
◆子どもはあなたに
大切なことを伝えるために生まれてきた
ー胎内記憶からの 88のメッセージ
見開き 2ページに 1メッセージが載っている読みやすい本
小タイトルを見て気になるところから読むのもよし。
今困っている問題に何かヒントをもらえるかも。
 
◆ママ、さよなら、ありがとう
ーー天使になった赤ちゃんからのメッセージ
子どもと悲しいお別れをした方に。
天に還った赤ちゃんに、いまからしてあげられることって？
 

池川先生はたくさんの本を出されているので、
へその緒文庫にも 10冊以上ありますが、
その中から 3冊だけ選りすぐりご紹介します。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性におすすめ

子育て中、妊娠中の方に

浅井あきよ

http://www.heso-no-o.jp/
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このニュース聞いたとき私は
「やっぱり　そうなのか！」と思いました。
というのは、このところ
「へその緒の会」でも、赤ちゃんを授かりたい
という方からの相談やお問い合わせを受けることが
多くなっていたのです。

へその緒の会では、おなかの中からの子育てとして胎教レッスンを行っています。
「胎教の第一課は受胎前『天から赤ちゃんを呼ぶ』というところからなのですよ」と
ホームページなどでもお伝えしたところ
昨年は妊娠前の方（未妊の方）が胎教レッスンに参加することが増えました。
ある日のレッスンでは5人中3人が未妊の方だったほどです。

そこで、へその緒の会では、
赤ちゃんを授かりたい方や二人目が欲しいという方のために、
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昨年12月5日夕方のNHKのニュースで、ベネッセの調査の結果が流れました。
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（前回2007年より13,2ポイント増）ķ!

şおなかの中からの子育てā
ā൙˄ʛʑˋ　　講師　浅井あきよ　　
2025!（火）,!3022（火）,!4022（火）
2036 (土）,!3033（土）
　※ワーキングママも参加しやすいよう土曜日の講座も用意しました。
　　（お仕事の有無を問わず参加できます。）

ā9:30～11:00　　定員 6名
●参加費：1回　一般 3000円 / 会員 2000円
　　　　　胎教サポートコース受講生 1000円
　　　　　　

　　　申込窓口：http:/heso-no-o.jp/申し込みフォームまたは
āāāāāāāāmadoguti@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。

4年生以上～初潮前の女の子とお母さんへ
◆母と娘のॢॄଆ　　講師 大橋里恵助産師

ā309（土）10:00～12:00ā定員 12組
　●参加費：一般・親子一組 2800円 / 会員 2300円

◆ʱʫĜʶʛʍĜʐɂಘȻɝɭൌഀ 講師大橋里恵助産師　

ā405（火）10:00～11:00 定員8組 　生後1か月から18か月の赤ちゃん

　●参加費：一般 3000円 / 会員 2000円
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（妊/幼/小）
（赤）

（赤/幼/小）
（妊）　

（赤/幼/妊）

池川明先生講演会

ベビーマッサージ

「胎教レッスン」
「同調ワーク」
「赤ちゃん授かり塾・体験会」
　詳しくは中面をごらん下さい

☆サポートコースは「へその緒の会」会員向けです。サポートコースに関してはお問い合わせ下さい。

　会場は虹のへや（葛飾区東金町 2-25-12）
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ાۋɀɉȤɄȥɈෂȥɣĊ OQP ၭఱĶɒȷɈɈޏķɁȳă

毎月第2火曜日　

●毎月第3火曜日と最終土曜日(各クラス60分）　

毎月最終土曜日
3/29は講演会のため胎教レッスンはありません。　

月経教室

　　※カップルでも参加しやすいよう土曜日の講座も開設、クラス分けが変わりました。　
āāʇˁʑĪīāおなかの赤ちゃんとお話ししよう。カップルでの参加をおすすめします
āāಘȻɝɭʇˁʑĪಘīā生まれてすぐから18ヶ月までの赤ちゃんとママ、パパ
āāᅌʇˁʑĪᅌīā18ヶ月以上就学前のお子さんとママ、パパ）
āāழෂߔ౺Ɉʶʶʇˁʑ!Īழī!                             

ā2032（火）! 9:30~（妊）・10:45~（幼）・13:00~（小）
ā2036（土） 11:15~（赤）
ā3029! （火）! 9: 30~（赤）・10:45~（幼）・13:00~（小）
ā3033!（土）11:15~（妊）
ā4029（火）ā9: 30~（赤）・10:45~ (幼）・13:00~（妊）āāā
　●参加費：1回　一般 3000円 / 会員 2000円　各クラス定員 8人
　   ※お子さんの好きなおもちゃなどはお持ち下さい。おやつ不可。

気持ちよいタッチがが赤ちゃんの心とからだを育てる。
赤ちゃんもママも幸せ時間。


