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10:00 〜 16:30

イオンタウン守谷

9年ぶりの開催！家族みんなでいいお産
主

催

もりや子育てネットワーク ままもり

後

援

茨城県・守谷市・取手市・つくばみらい市・つくば市・牛久市

いいお産の日 in つくば

共

催

よ！

もある

詳細はコチラ

NPO 法人 子連れスタイル推進協会
HP：http://rakufam.com/

メインイベント会場

1Ｆ
セントラルコート

13：00

2013
2013 年
年 11
11 月
月 22 日（土）12:30
日（土）12:30 ～
～ 16:30
16:30
会場：LALA
会場：LALA ガーデンつくば
ガーデンつくば

14：30

当日受付

1Ｆセントラルコート（スポーツデポ前）
10：00 〜 10：40

オープニング・抱っこひもショー

11：00 〜 12：00

誕生学（助産院かかんち）

13：00 〜 14：30 「男ができる産後の準備」
(12：30 受付開始）
アイナロハ 渡辺大地氏
※要事前予約
15：00 〜 15：50

キッズイベント（ミネルヴァ・ドラキッズ）

15：50 〜 16：30

イスで行う「マタニティヨガ」
＆エンディング

2Ｆ
コミュニティーホール

15：00
17：00

心と心が
通じ合うためのお話会

ご家族皆さんでご参加下さい♪
もちろん、お一人様でもＯＫです。

事前予約制
【時

間】15:00 〜 17:00

【会

場】２Ｆコミュニティーホール

【参加費】一組 2,000 円
【お申込み】1103@mamamori.net

受付開始
12：30

ベントあり

※一部有料イ

茨城県内初開催！
【男ができる産後の準備】
こんな父親学級が欲しかった
こんな父親学級が欲しか
こんな父親学級が欲し
かった！

最近では母親学級や両親学級に参加
する父親が増え、家事・育児に積極的
な男性が珍しくなくなりました。でも
まだまだ、「育児をしたいけど何をし
たらいいかわからない…」という男性
も多いですよね。
両親学級に参加しても、学ぶことは
「沐浴の仕方」と「オムツ替え」のみ
…これでは男性は「育児はやらされる
もの」としかとらえられません。
本当に必要なのは、産後の女性のか
らだや心の痛み、そして、女性が言葉
にしないで我慢している憂鬱や焦りや
孤独感を理解することです。
アイナロハの「父親学級」では、沐
浴の練習やオムツ替えなどのレク
チャーはしません。
どれだけ「奥様」の気持ちに寄り添っ
て、夫婦で育児をスタートさせられる
かを真剣に考えることに重点を置いて
いるからです。

株式会社アイナロハ
代表

講師

山内ちえ子 先生

スポーツクラブ業界で乳幼児
プログラム開発を経験後に起
業。
水陸、さまざまなセラピーを
学び独自のワークを開発し
（株）ハグインターナショナ
ルを設立する。
おなかの中の赤ちゃんから、
老若男女、障がい児とその家
族などを対象に心と身体の視
点から、健康や教育、仕事な
どの相談やセラピー、人生の
転 機 や 起 業、経 営 向 上 を サ
ポートするコンサルティング
などを行っている。
対話師、セラピスト「たまし
いをつなぐ同調コミュニケー
ションワーク」開発者。一男
一女の母。

もりや子育てネットワーク ままもり

アイナロハ代表
渡辺大地氏を迎え、
これからパパママになる

渡辺大地 先生

1980 年、北海道札幌市生まれ。
就職ののち、2007 年に結婚。2009
年に第 1 子を授かる。
2011 年に株式会社アイナロハを設
立し、2012 年より「産前産後の子
育 て・家 事 サ ポ ー ト “ま ま の わ”」
事業を開始。現在 “ままのわ” コー
ディネートとともに、医療機関等
での父親学級のファシリテーター
を務める。2 児の父。
メディア掲載歴
●
●
●

NHK ニュース「おはよう日本」
TBS「みのもんたの朝ズバッ！」
読売新聞「顔」

朝日新聞
毎日新聞
●「AERA with baby」
（朝日新聞出版）
●「たまごクラブ」
（ベネッセコーポレーション）
●
●

「夫婦で育児をスタートさせる！」
これが、アイナロハの「父親学級」の
コンセプトです。

お腹の中にいる赤ちゃん、まだ言葉
を話せない赤ちゃん
「一体何を考えているんだろう…」な
んて感じたりしませんか？
スレ違いがちな旦那さん…本当の気持
ちがわからなくてイライラ…なんて事
もありませんか？
対話師でもあり、セラピストの山内
ちえこさんによる、
まだ言葉を話せない赤ちゃんは勿論、
お腹の中の赤ちゃんや少し大きくなっ
たお子さん、ご家族ともっと心と心が
つながるための「お話会」です。

参 加 無料

助産院かかんち

事前予約制
【時

間】13:00 〜 14：30
（12：30 受付開始）

【会

場】1Ｆ セントラルコート

ご夫婦や、すでにお子さんを 【参加費】テキスト・書籍代 1,000 円
お持ちのご夫婦を対象に、 【定 員】20 組のご夫婦
夫婦のコミュニケーション

【申し込み】1103@mamamori.net

ワークシェアリングを

【申込期間】９月 20 日〜 10 月 20 日

行います！

※妊婦様優先、1 歳以下のお子さんは同席可

ベント
楽しいイ
も
に
か
ほ
さん！
盛りだく
い。
覧くださ
裏面もご
催
同時開
ハウス
モー
授乳服の トセール
ッ
アウトレ

〈イベント詳細〉 ままもりＨＰ：http://mamamori.net/
ままもりスタッフ Blog：http://mamamoristaﬀ.blog.fc2.com/
〈いいお産の日お問い合せ〉 1103＠mamamori.net
ままもり 検 索
〈ままもりについてお問い合せ〉 info＠mamamori.net
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メイン会場 参加受付 セントラルコート ( スポーツデポ前 )

11/4 10:00 〜16:30
[月・祝]

2Ｆ
コミュニティーホール

10:15 11:15
13:30 14:30

EVENT Map イベントマップ

Ａ 1F セントラルコート

イオンタウン守谷

Ｂ 2F ダイソー前特設会場
Ｃ 2F コミュニティーホール

〈会 場〉

イオンタウン守谷

（スポーツデポ前）

（中央エレベーター脇）

2F

Ｃ

フタバ図書
テラ

『ロディヨガ』

ノジマ

～子どものこころ・からだ・
知性を伸ばすヨガ遊び～

ダイソー
フードコート

ユニクロ

Ｂ

イオンシネマ
守谷

TX 側西入口
TX 側中央入口

イタリア生まれの乗用玩具ロディを使ったヨガ遊び。

フード
スクエア
カスミ

発達中の子供たちの体をロディがやさしくサポートしながら、運動神経、バラ
ンス感覚、心と知性の健やかな発達を促します。親子でご参加いただけます

無印良品

Ａ

事前予約制

1F

【時間】10:15 〜 11:15 / 13:30 〜 14:30（受付 10 分前〜）
【会場】２Ｆ コミュニティーホール
【参加費】親子一組 1000 円
定員
【定員】各回 10 組の親子
1
0組
【インストラクター】宮内まさこ
【申し込み】1103＠mamamori.net

16：00

11：00

『助産師無料相談＆
赤ちゃん身長体重計測』

【時間】11:00 〜 16:00（途中休憩有）
【会場】２Ｆダイソー前特設会場
【料金】15 分 500 円
【対象】マタニティさん、赤ちゃんをお連れのママ
助産院 smile birth 小川友紀

※事前予約不可

2Ｆ
ダイソー前特設会場

13：00

2Ｆ
ダイソー前特設会場

15：00

『クリスマスのかざりを
作ろう！』

親子でご参加いただけます！
少し早目のクリスマス準備・コロコロふわふわ、
かわいいクリスマスグッズを作ります！
予約不要〈定員になり次第終了〉
【時間】10:30 〜 12:30
【会場】２Ｆダイソー前特設会場

除菌効果のある
「アロマスプレー」作り

風邪の気になる季節、アロマの効果で除菌スプレーを作ります。
赤ちゃんのおもちゃやぬいぐるみにもスプレーできます！

定員

予約不要・〈定員になり次第終了〉
【時間】13:00 〜 15:00
【会場】２Ｆ ダイソー前特設会場

定員

【参加費】1000 円
【講師】「月の石」斉藤ひろ子

30人

30人

【参加費】500 円
【対象】乳幼児から小学校低学年位まで

1Ｆ
ヤマハ音楽教室

15：00

2Ｆ
コミュニティーホール

13：00

『助産師さんによるアロマフットケア』

マタニティさんもＯＫです。
アロマの効果で足のむくみや疲れを癒しましょう。

【時間】11:00 〜 16:00（途中休憩有）
【会場】２Ｆダイソー前特設会場
【対象】マタニティさん、赤ちゃんとママ

12：00

正面東入口

会場にて先着順受付※事前予約不可

会場にて先着順受付

12：30

ヤマハ音楽教室
正面中央入口

16：00

身長体重計測と一緒に赤ちゃんのこと
産後の体のこと、助産師さんに相談してみましょう！

10：30

正面西入口

スポーツデポ

2Ｆ
ダイソー前特設会場

2Ｆ
ダイソー前特設会場

11：00

TX 側東入口

15：30
赤ちゃんハイハイレース

『がんばれ GO! high! high』

ハイハイ赤ちゃん集まれ〜！優勝者には商品がありますよ♡
当日先着順受付・受付にお越しください〈参加費無料〉
【時間】12:00 〜 13:00
【会場】２Ｆコミュニティホール
【対象】ハイハイの赤ちゃんとママパパ

もりや子育てネットワーク ままもり

ヤマハ音楽教室
ピアノコンサート

定員

15人

「これからママになる方とそのご家族のための
心地よいピアノコンサート」
〜クラシックからポピュラーまで〜
先着 15 組様〈要予約〉
【時間】15:00 〜 15:30
【会場】1Ｆヤマハ音楽教室
【定員】先着 15 組様

【問い合わせ】「セイワ楽器ヤマハ音楽教室」
ユニスタイル守谷イオンタウン守谷内
Tel:0297-45-6448

ウン守谷テナントによる
その他、 スタンプラリー、 イオンタ
！家族みんなでお越しください！
イベントやクーポンなどございます
〈イベント詳細〉 ままもりＨＰ：http://mamamori.net/
ままもりスタッフ Blog：http://mamamoristaﬀ.blog.fc2.com/
〈いいお産の日お問い合せ〉 1103＠mamamori.net
ままもり 検 索
〈ままもりについてお問い合せ〉 info＠mamamori.net

