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　「挨拶をしましょう」とよく言われます。

家庭教育で当たり前に言われることのひ

とつですが、本当の意味でできているか

否かは別です。

　挨拶は、触れる以前の最初のタッチケ

アだとお話ししていますが、それは相手

を認めて声掛けすることであり、自分自

身を認めてもらうための声掛けでもある

からです。互いの存在を確認するのが挨

拶です。目も合わせなかったり、そっぽ

を向いていたり、後ろから声掛けしても

正しい挨拶とは言えません。

　昨年名古屋で、チャイルドケアの自主

活動グループ主催「言葉のワークショッ

プ」を 2 部制で開催しました。チャイル

ドケアの 7つのコンセプトのひとつに「言

葉の大切さを知る」と掲げていますが、

そのコンセプトを深める内容をご提案す

る機会が今までありませんでした。文字

にすることはできても、実際にこのコン

セプトの内容を深くお伝えするには、対

面であることが必要でした。

　なぜ「言葉（を）大切にする」ではなく、

「言葉〈の〉〈大切さ〉を知る」なのか

疑問に思った方はいませんか？ 変な日本

語ですよね。でもチャイルドケアでは、「言

葉」がどのような状況で、どのようなタ

イミングで、どのような発声で生まれる

のかなど、言葉のもつ力を感じることが

大切だからです。ただ「言葉」そのもの

だけを知識的に知っているだけでは、「大

切さ」がわかりません。その意図を含ん

でいます。実際に名古屋のワークに参加

された方の中で、「言葉」に対する先入

観が変わったという感想が一番多かった

ことでもよくわかります。

　当日お伝えした内容を一部紹介しま

す。

　まず、「こんにちは」の意味をご存知

でしょうか？「こんにちは」というのは、

もともと、「今日（こんにち）はご機嫌い

かがですか」「今日はよいお天気ですね」

など日中に出会った人に話しかけていた

言葉ですが、後半が略され、昼間の挨

拶として定着したものと言われています。

だから、その言葉に対して、礼儀を重ん

じた会話をしていました。声の掛け合い

ではなく、相手の健康や状況を気づか

い、お天道様のパワーを分かち合う想い

がそこには秘められているのかもしれま

せん。ワークでは、ただの言葉がけの挨

拶をしたあとに、この「想い」を込めて

挨拶をしてもらいました。そうすると、皆

さん相手の顔をみて、ゆっくりとていね

いに「こんにちは」という言葉を出され

ていました。言われた方も、ゆっくりと同

じように相手の顔を見て、微笑みながら

「こんにちは」を返していました。そこ

にはとても穏やかな空間が生まれていま

した。

　では、「さようなら」とはどういう意味

が含まれているのでしょうか。さようなら

とは「然様なら」と書きます。もともと

別れるときの言葉で「然様（さよう）な

らば（＝そういうことならば）」という意

味になります。そしてそれには、別れを

惜しむ想いである「仕方ないけれどお別

れしなければなりません」とか、離れて

からも相手を想う「お別れしてもご機嫌

宜しくね」という言葉が略されています。

　何とも「心」を感じる挨拶でしょう。こ

の言葉の意味をきちんと理解すれば、挨

拶が「タッチケア」であることがわかり

ます。そして、言葉〈の〉〈大切さ〉も

ご理解いただけることでしょう。言葉の

中にある想いを大切にしながら挨拶して

いきたいですね。

チャイルドケア本部講師　松本 美佳

言葉の中にある
想いを伝える
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身体心理学～タッチケア研究

───先生のご専門の「身体心理学」ですが、具体的
にどのようなご研究なんでしょうか？

●山口先生●（以下敬称略）：もともと心理学というのは

心だけを追求する学問なので、体との関係はあまり考え

ません。しかし、東洋的思想には「身
しん

心
しん

一
いち

如
にょ

」と言って、

心と身体は分けて考えず、心が身体に影響を及ぼすこ

ともあれば、逆に身体が心に影響を与えることもあると

考えます。私が身体心理学を学んだ先生は、太極拳やヨ

ガ、座禅とか瞑想など東洋的アプローチを実践されてい

る方で、その影響を私も受けました。身体から心が変化

するということがわかりました。例えばヨガをすると、リ

ラックスするとか、座禅をすると悩みがなくなるという変

化がそうです。身体を動かしたときにどう変化が脳に伝

わり、心が変化していくのかという研究です。

───身体心理学から、タッチケアを研究されるよう
になった経緯をお聞かせください。

●山口●もともと対人関係に興味を持ち、心理学を学

身体心理学者であり、日本のタッチケアの研究の第一人者である

山口創先生。『子どもの「脳」は肌にある』（光文社新書）、『手の治

癒力』（草思社）、『皮膚は「心」を持っていた！』（青春出版社）など、

スキンシップやタッチケアに興味のある方は、先生のご著書を読ま

れている方も多いことと思います。チャイルドケアのタッチケアは、

講師である松本美佳の経験から学び得るものが中心でした。その

経験が先生のご研究で裏付けされたことで、確信と自信を得たこと

はいうまでもありません。テクニックではなく、手で肌に触れる、な

でる、さするという行為が親子双方の心を育み、子育てに大きく影

響することを先生のご研究からお伺いしたいと思います。

チャイルドケア本部講師 松本 美佳

＊インタビュー　チャイルドケア本部講師  松本 美佳

素敵なあの人から「みる・きく」を学ぶIntevi
ew

触れることは
育児と育母になる
山口 創先生 桜美林大学 

リベラルアーツ学群教授

●プロフィール●山口 創（やまぐちはじめ）
1967年生まれ。早稲田大学大学院 人間科学研究科博士課程修了。専攻は健康心理
学、身体心理学。桜美林大学リベラルアーツ学群教授。臨床発達心理士。

山口先生のタッチケアに関する著書は、チャイルドケアの
タッチケアの有効性と重なり、私のタッチケアの参考書と
なっています。付箋をつけながら読むため、参考ポイントがた
くさんあることがお分かりになることでしょう。／松本美佳
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び始めたんですが、その中でパーソナルスペースという

ものを研究してきました。相手との距離が近づくと、親し

みを感じたり嫌な気持ちになったりしますね。その研究

をしていくうちに究極の距離感、肌と肌の距離感がゼロ

になる、いわゆる肌に直接触れるというタッチに興味を

もつようになりました。

　そして、人間関係の中でいちばんタッチが必要なとき

はいつなんだろうと思った時に、親子のタッチにいきつ

いたんです。それで子どもに触れるとどのような影響が

あるのかという研究をいろいろ始めて、そうすると面白

いほどいろいろな結果が出てきました。そして大切なこ

とだとわかりました。

───親子間でのタッチが良いということは、私は実
体験を通して実感しているのですが、ご研究の中でど

のように良いと思われますか？

●山口●やはり愛着形成を持つという意味では重要で

すね。そして情緒発達です。良く触れられている子は、

非常に情緒が安定し、不安になることが少ないというこ

とが挙げられます。そして将来に与える影響を調べてみ

ると、思春期に攻撃性が低かったり、ストレスを感じにく

かったりなど、将来に続いてさまざまな良い影響があり

ます。

───今のお話は、触れられている子どもへの影響に
関することですが、では触れる側の親への影響はどの

ようなものなのでしょうか？

●山口●もちろんあります。触れる親の方も子どもに対

して愛着が強くなります。触れるというのは、当然そこに

注目するということですから。子どもに注目して触れる

と、赤ちゃんというのは肌がすべすべしていて、プニプ

ニしていますから、そういう触覚的な刺激で、親の心が

優しくなったりすると思います。

───今のお話だと、注目していないとタッチの効果が
ないということですね。物理的な刺激だけではないと。

●山口●基本的にはそうですね。でもそういうことは増

えてきているかもしれませんね。赤ちゃんには触れてい

るけれど、親は片方でスマホを見ているとか、おっぱい

あげながらテレビを見ているとか、これでは本当のタッ

チとはいえませんね。最近は子どもをあやすことも機械

やスマホなどを利用していますけど、それでは愛着が育

たないでしょうね。

───タッチは、愛情を育てるものなんですね。

●山口●面倒でも泣いたら抱っこしてあげて、「この子

は何で泣いているんだろう？」といろいろ推し量りなが

らあやすことが母性や父性を育むんですね。身体と身

体のコミュニケーションがないと、母性も父性も作られ

ないんじゃないかと思いますね。

オキシトシンについて

───私が最初に先生のご研究で、非常に影響を受
け励まされたのは、オキシトシンへの理解が深まったこ

とでした。30年前のオキシトシンについては、いわゆる

女性の妊娠や出産に関係するホルモンで、授乳時に多

くなり、男性にはあまりないものという認識でした。

●山口●以前はそうでしたね。オキシトシンは、視床下

部で作られて下垂体から分泌される脳内物質です。体と

脳に働きかけますが、体に働きかける作用としては、血

流の中に入って末梢血管に働き、心臓にも働きかけ血

圧を下げたり、乳汁の分泌や子宮の収縮に働きかけた

りします。もうひとつは、直接脳に働きかける作用です。

これが信頼を深め、親密度を高め、愛着を育てるなど、

心に影響があることがわかり、最近はこちらが注目され

るようになりました。
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───やはり女性に多いんですね。

●山口●出産に関わるホルモンなので、妊娠や出産時

に多く分泌されます。子宮の収縮などの身体への作用

だけではなく、脳にも多く分泌されるので、子どもへの愛

着を作るという役割があるんですね。親子間の絆を深め

るホルモンなんですね。

　しかし、最近は女性に限らずオキシトシンは分泌され

ていることが分かっています。信頼関係や男女愛情など

にも影響しています。

───オキシトシンが「愛情ホルモン」「幸せホルモ
ン」と言うことで知られるようになって、私のところにも

「何を食べたらオキシトシンが増えるんですか？」とい

うような質問がくることがあります。食べ物ではないと

思いますが、具体的にどのようなことをすればオキシト

シンを増やすことはできるのでしょうか。

●山口●ハグしたり、スキンシップをしたり、人に親切に

したり、優しい言葉がけなどがオキシトシンの分泌を増

やすことはわかっています。そのほかにもボランティア

をしたり、適度な刺激のマッサージをしたり、利他的な

行動をすることも良いですね。また五感の快刺激も良い

ですね。嗅覚ならよい香り、視覚なら美術館に行ってみ

るとか、聴覚なら音楽会に行くなども五感で楽しむと分

泌されますね。

───楽しむことが大事なんですね。心地よいとか嬉
しいとかそういう楽しみが大事なんですね。

●山口●ただし、オキシトシンの性質上自分だけが楽し

めばいいというものではなく、人と一緒に楽しむとか人

のために何かをしてあげるとか、そういう社会性を持っ

た楽しみ方をすることが大事です。だから、マッサージ

なんかはとても良いですね。マッサージは、される人より

施術した人の方がオキシトシンの分泌が高まるという結

果もあります。

───それはわかりますね。子どもに触れているとリ
ラックスしますし、他人でも施術をしているときに気持

ちよくなります。

皮膚感覚を育てること

───先生のご著書の中に「脳がすべての機能の中
枢ではない」というようなことが書かれていますね。世

の中、脳トレだとか子育て書にも脳を育てるという文言

が目立ちます。生まれたばかりの子どもに東大に行くた

めの教育をするメソッドもありますが、私は赤ちゃんに

とってまず大切なことは脳よりも肌感覚の形成ではな

いかと思っていたんですね。その時に先生のご著書の

中で、皮膚は第2の脳とも言われ、皮膚感覚を育てるこ

とが心を育んでいくことになるというお話が出ていまし

た。知識、知能ばかりを育てても心の無い子どもになっ

てしまいます。それが今の社会問題にも出ています。ま

ず心を育てることで、自然に意欲や向上心を持つことが

できると思っています。

●山口●本当にそうです。小さい時に知的な働きはほ

とんど備わっていませんからね。脳が未熟な段階で知

的なアプローチばかりやっていると、脳の発達から考え

ても歪なことだと思いますね。それよりも触れてあげる、

タッチしてあげることで、安心感をもち、自己肯定感を高

めてあげることが大切だと思います。先ほどもいいまし

たが赤ちゃんのときの愛着形成をもっていることで将来

にも影響しますからね。

───脳トレというより「肌トレ」とか「皮膚トレ」がい
いですね。具体的に先生がおすすめする「皮膚トレ」っ

てありますか？

●山口●日常生活の中で触れる機会を持ちましょうと
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話しています。おむつ替えのときや着替えのときに触れ

る意識をもって触れていればいいと思うんです。そんな

に負担にはならないと思いますし。働いているお母さん

の場合、日常ではあまり触れる機会がないという方は、

お休みのときにゆっくりベビーマッサージなどをされた

らいいと思います。それと「ちょい抱き」をすすめていま

す。1時間のうち、5分だけ優しく抱っこして、注目して、

コミュニケーションをとってほしいと思っています。そう

しないとなかなか濃厚な時間が取れないと思うんです

ね。忙しいとつい気持ちが動いてしまって、子どもに集

中してあげられないですよね。だから1時間のうちの5分

でいいから、しっかり子どもをみて、抱っこしてあげてほ

しいんです。時間の長さではなく、濃厚な時間が大切で

すね。子どももその方が安心できるし、安心できればそ

れ以外の時間はひとりでいられるようになり、お母さん

も安心して家事ができるようになりますからね。

───今のお母さんは逆に離れると心配で、ずっと抱
き続けている人もいます。泣いてしまうと周りに迷惑だ

から、泣くとトイレに行って泣き止むまで抱いておとな

しくさせていると聞きます。そのような接触（タッチ）は、

ネガティブな影響につながると思いますが、どう思われ

ますか？

●山口●そうですね。愛着形成の面から情緒的利用可

能性ということが言われていて、これは子どもにとって

不安や不快な感覚を持った時に、親がその気持ちを安

心させてくれるか、また安心させてくれるために親を利

用することができるかということなんですね。常に抱っこ

することではなくて、子どもが何かそういう気持ちになっ

たときに、親のところに戻り、親が慰めてくれるという体

験が大事なんですね。子どもの行動を制御するのでは

なく、子どもを自由にさせておくことも大事で、そして何

らかの不安や不快を感じたときに、親が抱っこしてあげ

るなどタッチすることで愛着形成になるんですね。

タッチから学ぶこと

───先生のタッチに対するお考えは、テクニック的
なことではなく、子どもに心を向けて、日常の中で愛情

をもって頻繁に触れてあげることで十分愛着形成が育

つということですね。チャイルドケアのタッチケアには

3つの方法として、「温める（保護）」「愛でる（言葉がけし

てなでる）」「ほぐす（笑わせる）」と提案しています。温

めるということは安心を与えます。愛でるというのは、優

しく触れるということで、ほぐすというのは、ユーモアも

交えて楽しく触れることと説明しています。まったくもっ

て手技のノウハウではないんですが、これをお伝えす

ると皆さん最初は「えっ？どういうこと？」という顔をされ

るんですが、それなりに考えて子どもに触れ始めると、

ちゃんとできるんですね。優しく触れるんです。そして

名前を呼んだりほめたり、あやしたり。それで十分だと

思っています。

●山口●子育ての大切な要素が含まれていて素晴らし

いとと思います。子育ての本質をお伝えしていると思い

ますね。手技は関係ないですね。そこで子どもと楽しくコ

ミュニケーションをすることであって、愛情をもって触れ

て安心させてあげることですね。

───ありがとうございます。では、チャイルドケアの
タッチケアは、山口先生のお墨付きをいただいたとい

うことでよろしいですね(笑)  実体験からですが、子ども

に触れていると、いろいろ子どものことが分かるように

なりますね。だからタッチは、子どものためにしてあげ

るだけではなく、親が子どものことを理解するために必

要なものだと思います。子どもの肌の状態で体調がわ

かったり、いつもと同じように触れているのに、ご機嫌

がいいとか悪いとかが分かったりします。おなかが減っ

ているとか眠いとか、言葉を発していないのに、赤ちゃ

んの気持ちが伝わります。そういうコミュニケーション

ができるのが親子の特徴でもあると思います。

●山口●それもね、オキシトシンなんですよ。オキシトシ

ンが分泌されると、人の表情から相手の気持ちが読み

取りやすくなります。だから赤ちゃんの泣き声でその理

由がわかるようになるんです。日本も昔はおんぶしたり、

抱っこしたりしてべったり育児していましたが、そのとき

は、触れ合いながら、赤ちゃんのことは良くわかってい

たんでしょうね。日本の伝承遊びは手遊びなど接触する

遊びも多かったんですけど、それもオキシトシンが出る

ものだったと思います。今はスマホやタブレットのゲー

ムなど、人と接触しない遊びばかりが増えましたね。



66

お父さんとして思うこと

───先生のお子さんとの関係をお伺いしたいんで
すが。おいくつですか？

●山口●今、中2と小2の娘がいます。

───中2のお嬢さんは、思春期に入られて難しい年
齢になってきていませんか？

●山口●難しいですね(笑)　やはり例外なく、反抗期が

きまして親に口を聞いてくれない時期も出てきました

ね。子どもが小さい時からよく触れて育ててきているの

で、実は思春期がきても大丈夫かな？と思っていたんで

すけど、やっぱりきちゃいましたね(笑)

───先生でもご苦労されているんですね。

●山口●それで人から聞いた話なんですが、思春期に

入っても、工夫すれば関係性が良くなると聞いたんです

ね。例えば部活後に足をマッサージたり、疲れていたり

するときには肩をもんだりするといいと教えてもらって。

それで早速やってみたんですね。ただ、「マッサージさせ

てよ」なんて直接言うと嫌がられるので「パパ、今日マッ

サージ習ってきたんだけど、練習させてくれる？」とお願

いしたんですね。それで肩や背中をマッサージすると、

気持ちいいって言ってくれたんですね。そうしたら翌日、

娘の方から「パパ、今日もマッサージして」って言って来

たんですね。マッサージしているときにはいろいろ話し

てくれるようになって。「今日は、部活でしごかれたんだ

よね～」とか話す機会が増えました。やはり、触れる関係

を取り入れると、親子関係が何というか温かみのあるも

のになって、以前のようなそっぽを向くようなことはなく

なりましたね。

───いろいろお父さまとして、気を遣われているん
ですね（笑） 下のお嬢さんはどうですか？

●山口●下の子は、まだ幼いので抱っこをせがんでき

ます。思春期は工夫をして触れることが大切だと思いま

すね。

愛とは

───先生のご研究の中でとても「愛」の大切さを感
じます。誰もが分かっているのですが、なかなか「愛」を

定義づけるのは難しいですね。ご研究は最先端なこと

だと思いますが、とても人としての本質的なことを極め

ていくご研究のように感じています。先生にとって「愛」

とはどのようにお考えですか？

●山口●「愛」ですか…難しいですね～（苦笑）オキシト

シン的に言うと、人と人を結びつけて、相手を慈しむよう

な感情を「愛」というんでしょうかね。
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◦日時／5月12日（土） 13：30～16：00
◦会場／横浜所定会場
◦主催／チャイルドケア研究所
　（ナチュラルセラピースクールM’s touch）
◦会費
　MC会員及び会員家族、
　会員の知人友人／4,500円　
　一般／5,000円

◦申し込み方法
メールのみになります。右記の通りにお申し
込みください

◦件名に「山口先生講演申し込み」と必ず
入れてください。

◦申込者、お名前、人数、MC会員番号また
は資格所有の有無

◦ご連絡先、メールアドレス、緊急連絡先

上記を下記のメールアドレスにご連絡くださ
い。お申し込み方法の詳細のお返事をしま
すので、記載された内容に沿ってお申し込み
ください。

cckenkyujo@gmail.com

◦チャイルドケア研究所　
HP／https://cckenkyujo.jimdo.com/
Facebook／https://www.facebook.
com/cckenkyujyo/
チャイルドケア研究所は、講師の松本美佳
がチャイルドケアの概念を深め、さらなる学
習向上と活動のために立ち上げました。ご
興味のある方はホームページ、Facebookで
ご確認ください。分野を超えて、さまざまな先
生をお呼びして講演を行うほか、各種講座、
W.S、勉強会、イベントなども開催していく予
定です。

───それは他者がいないと成り立たないということ
ですか？

●山口●自己愛という言葉はありますけれど、広い意味

で生命というか他者性を持ったものだと思いますね。抽

象的すぎて難しいですけどね。でも共通認識として皆さ

ん「愛」を何となく感じていますね。でも、愛されている

人がわかるのであって、愛された経験がない人はわか

らない感情だと思います。

───そうですね。ではタッチを受け続けていた子ど
もは「愛」が語れるようになるんですね。きっと。

●山口●そうそう、そうだと思います。

───最後にチャイルドケアを学ぶ皆さんにメッセー
ジをいただけますか？

●山口●私は、タッチケアは、半分以上は母親のためだ

と思っているんですね。母親が癒されなければ、子ども

を癒すことは難しいと思います。だから母親同士でタッ

チケアをしあったり、お互いに日々の状況を話し合った

り、感情を共有するということは必要だと思います。だか

らそういう場を提供してあげたりすることは、大きな効

果を上げると思います。まずはお母さんたちの癒しも与

えてあげてほしいですね。

───今日はありがとうございました。

ふれあいとタッチ

　日本のタッチ研究の第一人者でもある桜美林大学教授の山口
創先生は、スキンシップやタッチングを積極的に行うことで、愛情ホル
モンと呼ばれる「オキシトシン」が作られ、子育てにさまざまな影響を与
えることを研究されています。先生の多くの著書からその研究成果を
知ることができます。今回、山口先生にはタッチケアのご研究から、
子育て、家族のケアへの有効性について、また命のケアについてご
講演いただきます。
　特に手技やテクニックによる効果ではなく、家庭でのふれあいに
ついてのお話になりますが、セラピストの方にも大変参考になるお話
がうかがえます。
　講演後は、山口先生とチャイルドケア本部講師の松本美佳とミニ
ディスカッションを行います。その中で質疑応答など皆さんと少しシェ
アしていきたいと思います。

タッチ研究の側面からチャイルドケアの可能性

山口 創先生特別講演会

5月
12日(土)

チャイルドケア研究所主催
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風邪予防で知られる
「焼きみかん」

　日本では古くから知られている

風邪予防のひとつに「焼きみかん」

があります。通常は果物を加熱する

とビタミンが無くなり、栄養価が下

がることが多いのですが、みかんは

違います。加熱することで栄養価

が凝縮されるのです。また糖度も

高くなり甘くなります。

作り方

①みかんについているワックスや

農薬をしっかり水で洗い流しま

しょう。

②トースターや魚焼きグリルで焦

げ目がつくまで焼きます。トース

ターなら10分ぐらいを目安に、

様子を見て焼いてください。

③皮をむいて食べましょう。

利用広がる
「みかんの皮」

　みかんの皮をそのまま天日でカ

ラカラに干しておくだけで、さまざ

まな使い方ができます。

●入浴剤の代用
　お茶パックやガーゼ袋などに入

れてお風呂に入れて使います。冷

え予防。

●脱臭剤の代用
　しっかり乾かした皮をお茶パック

やガーゼ袋に入れて、下駄箱やトイ

レに置くと、脱臭剤の代わりになり

ます。

●肥料の代用
　乾燥したみかんの皮をさらに細

かくして、鉢植えなどの土と一緒に

混ぜて使います。トマトなど糖度の

高い実をつけたい場合には、この

方法がおすすめです。

●洗剤の代用
　生のみかんの皮3～5個分をお茶

パックなどに入れて、500mlの水を

入れた鍋で15分ほど煮ます。冷ま

してからスプレー容器に入れて利

用します。皮に含まれるリモネンの

作用が油汚れを落としやすくして

くれます。皮をそのまま使って、シ

ンクやガスコンロの油汚れを拭き

落とすことももちろんできます。そ

のまま捨てるより、お掃除にも利用

してから捨てたほうがお得な感じ

ですね。

自然素材を利用する

み か ん
　ひと昔前の日本の冬の風物詩といえば、「こた

つとみかん」は外せないものでした。住居環境

も整い、こたつを使う家庭も減ったこともあるの

か、みかんの消費量はこの30年間で3分の1とか

なり減少しています。小さな子どもでも手軽にむ

いて食べられることと、寒い時期に免疫を付ける

ためのビタミンCを摂ることができるので、個人

的にはとてもおすすめする果実のひとつです。

　みかんの皮は、実は「陳皮」と言って漢方薬の

ひとつです。みかんの皮には「リモネン」という

柑橘系に多く含まれる香り成分が含まれていま

す。リラッ

クス効果と

脂肪を燃焼

させるとい

う効能があります。さらに最近注目されている成

分が発がん抑制効果の高い「βクリプトキサンチ

ン」です。この成分は美肌にも良いとされていま

す。さらにコレステロール値を下げる効果、胃腸

の調子をととのえる効果、せき・タンを抑えてく

れる効果などがあり、捨てるにはもったいないこ

とがお分かりになることでしょう。
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CCC 大森 彩子さん（香川県高松市）

CCIの学びで
寄り添う意識に

　私がチャイルドケアを知ったのは、まだ

妊娠する前でした。俳優の方が資格を有

しているという報道をきっかけに、チャイル

ドケアって何？と資料請求するところから

始まりました。

　資料が届くと、内容が自分の興味のあ

るものにぴったりかもしれない、できれば

学んでみたいなと思った時に長女を妊

娠。長女が1歳になるまで生活はまさに

いっぱいいっぱいで、学ぶきっかけを失っ

たまま時間が過ぎていきました。

　実際にチャイルドケアの受講を決めた

のは、娘が2歳になる頃。娘が夜にまと

まって眠るようになってきて、自分の時間

が少しずつ持てるようになってきたからで

す。勉強を進めていくうちに、どうしてもっ

と早くから受講しなかったのかと後悔ばか

り。初めての子育てにへとへとになって

いたころに、チャイルドケアの知識があっ

たなら、もう少し気持ちを楽に子育てに向

かっていられたのではないかと思うことば

かりでした。

　もともとハーブやアロマテラピーに興

味があり、趣味がガーデニングだったの

で、生活に植物や自然の息遣いを反映さ

せたい、自分の育てた植物を何か循環さ

せたい、またその中で子育てに取り組む

ことができないだろうかと考えていました。

チャイルドケアの学習はまさにそのもの

で、またそれだけではなく、本質はなにをみ

るべきか、感じるべきかを繰り返し問いか

けてくれるものでした。

　私の育児はまさに「孤育て」で、心配な

ことがあると直ぐにインターネットで調べ、

母親である自分の直感が信じられずに、

自分の直感と一致する情報を探し回っ

たり、子どもと向き合うこと以外に振り回

されていました。今思えば、あの頃の直

感は間違いではなかった事が分かります

が、当時は必死でくたくた。あの頃の自分

に、ヒントはあなたの目の前、赤ちゃんの

笑顔だよ！と教えてあげたいくらいです。

　ほかにも友人から自宅でできるお手当

整体を習ったこともあり、いろいろな視点

からホームケアの

重要性を感じ、同

じように日々不安

に振り回されてし

まっているお母さ

んたちにチャイル

ドケアをお伝えす

ることができない

かと活動を始めま

した。CCC取得

後、自分が通って

いる支援センター

の先生方にお話をもちかけ、月に一度、

お母さん向けの簡単なチャイルドケア講

座を開いています。講座内容はタッチケ

アやアロマやハーブなどを取り入れてい

ますが、実際にはお母さんたちのお悩み

相談室にもなっていて、お母さんたちから

もたらされる不安を、どうチャイルドケアで

の知識に照らしてアドバイスしていくか、

といったところに要点を置いていました。

その活動をしていく中で、チャイルドケア

の本質をぶれることなく伝える必要がある

と感じたため、CCIも学び、アドバイスする

という意識から寄り添う意識に変わりまし

た。

　今は支援センターの活動の他に、自宅

でも小さなサロンを月に１度ほど開き、お

母さんたちにリラックスできる時間を提供

しています。今後はイベントなどへの出

店をはじめ、もう少し活動の範囲を広げ

られるよう、準備を進めていきたいと思い

ます。

香川県高松市で小さな自宅サロンを月に一度ほど開講中。2015 年生まれの娘を実験台？！ に

アロマやハーブも育てたりして楽しんでいます。そのかいあって、娘はハーブティーが大好きです。

　私たち
のチャイ

ルドケア

と も か く
う ご こ うと も か く
う ご こ う

と もと も
か くか く う ごう ご

こ うこ う
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　松本先生のチャイルドケア研究所が

立ち上がり、ハミングバード関東、東海、

関西合同でも何かできないかと考えてい

ました。メンバーと相談し、東京と大阪の

間をとって「名古屋で、松本先生の講座

を企画して開催しよう」ということになりま

した。

　コミュニケーションツールが変化してき

ていることで、言葉の伝え方なども変わっ

てきました。何気なく言ってしまった言葉

で、人を傷つけてしまうこともあれば、その

一言で心が嬉しくなったり、勇気づけられ

たり、救われたりします。そこで、チャイルド

ケア７つのコンセプトの１つにある「言葉

の大切さを知る」をテーマに、松本先生に

ワークショップ型の講座をお願いすること

にしました。

　今回は二部制で構成し、第一部は「言

葉の大切さを知ろう」、第二部では、一部

での学びを実践させる形で「言葉をケア

のツールにしましょう」という内容に決まり

ました。

　開催するにあたり、ハミングバードの関

東の野澤さん、関西の武部さんとLINE

でグループを作り、やり取りをしながら進

めていきました。特に、同じ東海の前田さ

んとは何度も、何度もやり取りを重ねまし

た。野澤さん、武部さんは、いやしの祭典

で告知のチラシを配布する協力もしてく

れました。

　当日は、大阪、滋賀、京都、三重、東

京といろいろな地域の方が集まり学んだ

「言葉のケア」は、「体験」を通じて、気

付くことが多くありました。ワークの中に自

分自身や他人にかけてあげたい言葉を書

き出し、それを使って参加者とワークをす

るのですが、言葉をもらう前と後の状態で

は、身体の反応が違うことを肌で感じまし

た。 またその言葉を読んでもらうと、なぜ

か胸がジーンと熱くなり、頑なになってい

た心が、ほろほろと崩れて穏やかな気持

ちになりました。

　そんな体験を通じての「言葉」の講座

は、思っていることとからだの反応が連

動したり、異なったりするなど不思議な体

験をし、参加された方から出てくる言葉は、

「えぇ～何で？何で？」の連発でした。もち

ろん、私もその中の１人です。

　小さな目をまん丸にして、松本先生に

「どうしてですか？」と聞いたら、笑顔で

「不思議でしょ、でもこれが言葉の力な

んです」と答えてくれました。

　コミュニケーションを交えたワークショッ

プだったので、皆と一緒に考えたり、時に

は笑い、初めてお会いした方とも、打ち解

けやすい雰囲気の中で楽しみながら受け

ることができました。

　また、自分を肯定し、大事にする思いな

ども再確認できました。

　今回、ハミングバード合同で企画を考

えましたが、東京・大阪・名古屋とお互い

離れていても、声を掛け合ったり、手伝い

ながらやり遂げられたことで、「できた！」と

いう達成感を味わうことができたことと、さ

らに仲間との絆を深められたと思います。

　日頃使う言葉を、少し意識して言葉を

大切に使っていくことで、「ケア」すること

ができることがわかりました。また、このよ

うな講座を企画して開催したいと思いま

す。今回、参加してくださいました皆様、あ

りがとうございました。ここで、参加された

方からの感想をご紹介させていただきま

す。

　「最初は、『言葉がケアになる』という

のはどういうこと？と思っていましたが、講

座が進むにつれ、何気なく使っている言

葉、でも、言葉をていねいに選ぶ、意識す

る、言葉がけひとつでココロが、カラダが

喜んでいる！ケアになっている！！ということ

を実感しました。本当にこれにはビックリ

でした！」

CC 加盟校　ふぅ～ たんぽぽの里 山本 美津子さん（愛知県春日井市）

松本美佳先生の「言葉」の
ワークショップの開催を終えて

小学 5 年と2 年の男の子の母親です。2010 年に大阪で開催された松本先生の「チャイルドケアスクーリング」を受け

たことがきっかけに、通信講座でチャイルドケアを学び、2014年に加盟校になりました。今でも学び続けながら、ハミングバー

ド東海の活動をしています。

ハミングバード
合同企画
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CCC 山﨑 久栄さん（埼玉県戸田市）

CC 加盟校　Rity Rose ～ aromama ～ たけべ みきさん（大阪府大阪市）

いやしの祭典／ チャイルドケアブース

　2017年10月1日、いやしの祭典

2017が大崎ブライトコアで開催されまし

た。会場内はいい香りに包まれて、まさに

癒しの空間でした。ご来場された皆さん、

ありがとうございました。おひとりでも「チャ

イルドケアって何かな？」と気にかけてい

ただくきっかけになればうれしく思います。

昨年に続き、ハミングバードとして2回目

の出展となった今回のチャイルドケア

ブースでは、ハーブティーの試飲と“家庭

で作れる手ごね石鹸”を提供しました。ア

ロマやハーブの知識がある方のご来場

が多い中で『チャイルドケア』として、型に

はまらない、大人も子どもも自らの感性を

活かしたクラフト作りを楽しまれていたと感

じました。

　手ごね石鹸をお子さんが楽しまれてい

る間のお母さんのお顔はとても優しく、心

地よい時間が流れていました。そこで生ま

れる親子の会話は「じょうずだね、きれい

だね」とお子さんに寄り添う言葉が多く、

聞いている私も癒されました。

　ハーブティーを初体験のお子さんも

多く、お子さんにはマルベリーが好評で

した。せっかくおいしいハーブティーを

用意したので、休憩スペースへハーブ

ティーを配りに行き、たくさんの方に試

飲していただきました。「ハーブを使って

石鹸を作れますよ」とハーブティーを配

りながら会場内を巡るのもとても楽し

かったです。

　出展に向けて、ハロウィンの飾りつ

けや秋を感じる飾りつけの方がチャイル

ドケアの雰囲気が伝わるのでは？など話

し合ったり、ハーブも目で見て楽しめる種

類を選んだり、味と香りを楽しんでもらえる

ようにとワクワクしながら準備をしました。

チャイルドケアは特別なことではなく、毎

日の生活に使えることをお伝えできたと

思います。

　今回初めて、大阪会場でチャイルドケ

アブースを出展しました。チャイルドケア

を知ってもらうこと、チャイルドケアを体

感、体験してもらうことを考え、試行錯誤

し、打ち合わせを何度も重ねて内容を決

めました。

●チャイルドケアのタッチケアとして手ぬ

ぐいを使ってのタッチケア

●クラフト作りとして3種。①ドライハーブ

入りバスソルト②手ごねせっけん③ポ

マンダー

　ポマンダーづくりは、私たちも手順の復

習を兼ねて、事前に作ってみました。ポマ

ンダーを作る工程では、自然の香りを感

じ、できあがってからも変化を楽しむことも

できるので、チャイルドケアらしい提案が

できると実感しました。

　いよいよ当日、予想もしなかった台風

接近という悪天候。しかし、台風という悪

天候にも関わらず、私たちのチャイルドケ

アブースにもたくさんの方がいらっしゃい

ました。体験された皆さんのポマンダーを

作っている時の集中力、クローブを刺すと

きに香るレモンの香り、クローブの香りの

感想、無になり、思いをはせる時間を大切

に過ごされていました。「乾燥してできあ

がるまでの香りの変化、色の変化などご

自宅でも楽しまれてください。」とお話しす

ると、「とてもいい時間を過ごせました」と

言っていただきました。

　そして、クラフト作りの後は、手ぬぐいを

使ってのタッチケアを体感してもらいまし

た。「『温める、愛でる、ほぐす』を意識して

行うことで優しい気持ちになれたり、頑張

る気持ちになれたり、そっと心に寄り添う

ことができるのがチャイルドケアのタッチ

ケアです。」とお伝えしました。

　日々の生活の中で何か気づきにつな

がれば、力になれば、それがチャイルドケ

アの始まりになると思いました。今回の

経験を活かし、私自身の活動においても

「チャイルドケアの輪」をどんどん広げる

ために、地元の関西では、引き続きチャイ

ルドケアを様々な形でお伝えしていきたい

と思います。

大阪会場レポート

東京会場レポート
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東洋医学の七情
（七種の感情）

　感情、精神状態が心身に影響する
ことは周知されていますが、東洋医学
では感情を怒・喜・思・悲（憂）・恐（驚）
という七情に分類します。これらの七
情は五臓に配当されます。本来これ
らの感情はさまざまな「事」「物」に対
して反応する情緒で、通常は病気の
原因にはなりません。また、これらの感
情は人が生きるうえで欠かせないもの
で、人としての成長には必要な感情
です。
　現代社会は、さまざまな感情を抑え、
社会と折り合いをつけざるを得ないこと
も多くありますが、感情を抑えすぎるの
は良くはありません。そして、突然の激
しい怒りや驚き、又は長期にわたる怒
りや憂い、悲しみ、恐れなどの感情は、
五臓に影響を与え、病気を引き起こす
原因になります。また、五臓の機能が
失調すると七情に影響を与え、感情に
も異変をきたすことになります。ひとつの
「臓」の機能の失調は、他の臓腑にも
影響を及ぼします。　
　これらは、自分自身のからだの内側
に起こるさまざまな感情が病気の原因
となり、「内因」といいます。

「怒り」の感情
怒（ド）…肝

　「怒り」の感情は、肝に最も影響を
及ぼします。肝の気は上に向かって伸
びるように上昇しますが、怒りの感情は
この上昇に加速を加えてしまいます。
肝の「気」が必要以上に上昇したり、
「気」に伴い「血」が頭に上昇したまま

の状態になると、イライラ・目が真っ赤・
目が血走る・頭痛・めまい・脳卒中など
が起こりやすくなります。
　また、肝の機能が失調すると怒りや
すくなったりします。つまり、これらはす
べて「ストレス」と関係していて、ストレ
スは肝に最も影響を与えます。一般的
にお酒を飲む人が肝を悪くするという
イメージがありますが、お酒を飲まない
方でもストレスなどにより肝（肝臓）が悪
くなります。

「喜び」の感情
喜（キ）…心

　「喜び」が病気の原因というのは、ピ
ンと来ないかもしれませんが、心（しん）
は精神活動を支配し、その中心となる
ので、喜びがすぎると気が緩み過ぎて
心の変調をきたしたり、集中力の低下、
不眠などが起こることがあります。ま
た、狂喜乱舞という言葉がありますが、
宝くじで高額当選して心臓発作で倒
れたとか、過度の喜びは、突然死など
を招くことさえあります。また、心の機能
が失調すると笑いが止まらなくなるよう
なことが起こります。
　

「思う」の感情
思（シ）…脾

　「思い」悩み過ぎると気が停滞し、脾
の変調をきたします。脾は消化器系統
の働きに関係し、食欲不振・胃潰瘍・腹
張り・下痢などの症状が起こります。
　また、脾の機能が失調すると些細な
ことをいつまでも思い悩むようになりま
す。

「悲しみ」の感情
悲・憂（ヒ・ユウ）…肺

　「悲しみ」「憂い」が過ぎると、気が
停滞し、肺の変調をきたします。ため息
が多くなる・のどのつまり・咳・過呼吸な
どの症状が起こります。また、肺の機
能が失調すると悲しみや憂いが生じ
やすくなります。

「恐れ」「驚き」の感情
恐・驚（キョウ・キョウ）…腎

　「恐れ」が過ぎると気が下がり、「驚
き」が過ぎると気が乱れ、腎の変調を
きたします。失禁・白髪・精神不安・不
眠などの症状が起こります。また、腎の
機能が失調すると些細なことで恐がっ
たり、驚いたりするようになります。
　「腎」は生命エネルギーの源とも言
えます。例えば、小さい子どもに恐い映
像を見せて過度に恐がらせすぎると、
生命エネルギーである「気」を過度に
消耗させることになります。将来それが
きっかけとなり、おどおどしたり、びくび
くしたりするような恐がりな性分になる
かもしれません。また、感情的に怒った
り、厳しすぎるしつけによる「恐い」と
いう感情は、恐怖心により腎の機能を
失調させます。
　子どもが小さいうちに過度に恐がら
せたり、驚かせたりすることは、決して
良いことではありません。そういうこと
を面白がる風潮がありますが、子ども
の健全な「心・感情」を育成することを
大切にしていただきたいと思います。

東洋医学と感情
チャイルドケアの東洋医学7

チャイルドケア監修　松本 安彦

東洋医学レッスン
安彦先生の
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松本美佳先生の
チャイルドケア研究所企画主催講座

「言葉の力、言葉のケア」ワークショップ

eラーニング『基礎』『応用』講座
eラーニングで学びなおし、学び深めをしよう！

Tel/045-317-4401

八洲学園大学 公開講座　http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/

2018年のチャイルドケアeラーニング
講座のお知らせです。今年は、テキストの
内容を一部変更し、今の社会で起こって
いることなどを取り上げながら、フレキシ
ブルな内容でご提案します。eラーニング
の受講者の半数以上が通信からの学び直
しや、何度も学び重ねている皆さんです。 
eラーニング受講をきっかけに、CCC、
CCIの資格取得を目指される方も増えて
います。講師の言葉で学習できるのでよ
り学習理解が深まり、目標が明確になりま
す。PCが苦手な方にも、大学のスタッフ
がていねいに対応します。詳細な日程は、
ホームページでご確認ください。

オンデマンド受講とは、ネット環境を通した動画配信による受講です。受講期間中であれば何時

でも何回でも視聴できるシステムをご利用ください。受講期間中の質問も受け付けています。

チャイルドケア研究所　特別講座

チャイルドケア講座

3
24
月

日

チャイルドケア
関連の講座他八洲学園大学 eラーニング

チャイルドケアの7つのコンセプト「言
葉の大切さを知る」から言葉のもつ「ケ
アの力」を体験をしながら学習するワー
クショップをご提案します。
このワークショップは2017年11月に
自主活動グループハミングバードの依
頼で、名古屋にて2部構成で開催したも
のです。今回は、特別ヴァージョンでご提
案します。
チャイルドケアは、難しいことはご提案し

ません。誰でもすぐに生活に取り入れ、
効果を感じられるものです。内容の一部
は、今回巻頭でもお伝えしています。

◆内容
言葉をどのように使っているか。言葉の
影響力とは。どこで言葉を受け取ってい
るかなどを体験しながら考えていきま
す。そして「言葉」の発し方や「言葉」の
手当法をご提案します。

◆日時／3月24日（土）
　　　　13：30～16：30
◆場所／横浜　八洲学園大学
◆受講料／MC会員 5,000円
　　　　　一般 5,500円
◆申し込み／チャイルドケア研究所

　cckenkyujyo@gmail.com 

八洲学園大学
お申込み・お問い合わせ

チャイルドケア研究所　https://cckenkyujo.jimdo.com/　

基礎講座　テーマ 応用講座　テーマ

1 序章　チャイルドケアの概念 7つのコンセプトⅡ

2 チャイルドケアと自然療法 チャイルドケアと自然療法Ⅱ

3 子どものスキンケアと足の健康 からだの見方

4 子どものためのハーブティー ホームケアのための自然素材

5 子どものためのアロマセラピー チャイルドケアのための香り育て

6 子どものためのライフスタイル 子どものためのライフスタイルⅡ

7 チャイルドケアのための東洋医学 チャイルドケアのための東洋医学

8 タッチセラピーとベビー＆チャイルドマッサージ 小学生からのタッチ＆マッサージ

◆基礎講座 受講費／第１～7回　各3,000円　第8回4,000円
◆応用講座 受講費／第１～8回　各3,000円　（受講費が変わります）

４月
開講決定！



i n f o r m a t i o n
JAA主催

　

1414

昨年好評だった「チャイルドケアのベビー
タッチケア」は、講座としてのご提案と、そ
の講座を指導するための講習会という形で
企画されました。何か始めたいけれど、どの
ようにしたらいいのかわからないという方

のお声から、「知覚動考」をサポートするた
めに企画された内容です。このレジメ＆修
了証付きで提案する講習会を「チャイルド
ケア１day講習会シリーズ」として、今後も
さまざまな内容で展開することにしました。

「ベビータッチケア」をファイルNo.1とし、
6月にはファイルNo.2となる「チャイルド
ケアのタッチケア～手ぬぐい編～」を開講
します。

2018年度　松本美佳先生監修

※キャンセルは、その開催日の1週間前（土日祝を除く）までとさせていただきます。開催日1週間以
内の場合は参加費用のご返金はできませんので予めご了承ください。

※会場は変更となることがあります。
※催行人数10名に満たない場合は、延期または中止となることがあります。開催の可否は、各会

場2週間前に決定しますので、お早めにお申し込みください。

お電話にてお申し込みください TEL：03-5928-3100

JAAスクーリング、講習会のお申し込みについて　お申し込みは開催2週間前までにお願いします。

お
振
込
先

■三菱東京UFJ銀行／池袋東口支店 (普通 )1920305  
■ゆうちょ銀行／00170-4-122869
■名義／日本アロマコーディネーター協会

チャイルドケアの「ふれあいとタッチ」は、直接肌に触れるタッチ
ケアだけではありません。今回は手ぬぐいを使い、着衣の上から
刺激したり、手遊びなどの触れ合いを通じて、感性とコミュニケー
ションを高めていきます。今回は幅広い年齢層に楽しんでいただ
けるワークショップをご提案します。
◆開催日／会場　　
　東京　6月9日（土）アットビジネスセンター池袋駅前本館
　大阪　6月23日（土）新大阪丸ビル
◆持ち物／フェイスタオル、日本手ぬぐい
❖修了証発行＆レジメをコピー使用して開講したい方は、必ず第1
部と第2部にご参加ください

1時間程度のベビーマッサージ教室を想定したレジメをもとに、実
践的に学びます。入門編としてチャイルドケアで何を提案すべきな
のか、どのような方法で行うのかなどのポイントを知っていただき、
どなたでもレジメに沿って行うことができる内容です。2か月～8
か月程度のおすわり、はいはいがようやくできる月齢を対象とした
ものを提案します。
◆日時／2月24日（土）13：15～16：45　
◆会場／横浜 八洲学園大学
◆持ち物／バスタオル　フェイスタオル　日本手ぬぐい
◆内容／チャイルドケアのタッチケアの目的／ベビータッチケアの
流れと注意／講師の心構え／講座の流れと指導ポイント

◆受講料／MC会員7,000円／
　　　　　チャイルドケア受講生9,000円／再受講4,500円
❖赤ちゃん同伴はできません。
❖一般の方はA入門講座（13：15～
14：45）のみ受講いただけます。

❖詳細はチャイルドケアHPの「セ
ミナー・講習会」からご確認くだ
さい。

　https://www.childcare-jp.com/

「ふれあいとタッチ」
「感性を磨きましょう」を深める

チャイルドケアのタッチケア
～手ぬぐい編～

東京 6月9日

大阪 6月23日横浜 2 月24日

チャイルドケア１day講習会シリーズ
レジメ＆
修了証付き

●第1部／講座編　13：30～15：00
◆受講料／MC会員・チャイルドケア受講生2,500円
　　　　　JAA会員3,000円／一般3,500円

●第2部／指導編　15：15～17：00　
第 1部の内容を指導していくために必要なノウハウをレク
チャーします。
◆受講料／MC会員7,000円
　　　　　チャイルドケア受講生9,000円

ファイルNo.1 ファイルNo.2

B ベビータッチケア
入門講座を開講しよう！ 
ねんね～おすわり編



　　
　　

　 　
　 　

会員サポート講座

自主活動グループ
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Ⓚ スクーリング基礎編　チャイルドケアの7つのコンセプトを深めよう！
　◆受講料／MC会員・CC受講生・JAA会員・JAS生3,000円／一般4,000円

Ⓑ ベビータッチケア入門講座　ねんね～おすわり編　
　◆受講料　MC会員・CC受講生2,500円／JAA会員3,000円／一般3,500円
◆その他の会員サポート講座　受講料・詳細は直接お問い合わせください。

ハミングバード東海交流会

2018年のハミングバード東海は、名古屋市
付近から、愛知県内の場所に出掛けて行くこ
とにしました。
最初に訪れる場所は、「ハーブ園リッコ」さん
です。南知多の三河湾から吹くやわらかな海

風が流れる小高いところにあり、多くのハー
ブを自社農園にて無農薬で栽培されていま
す。ハーブ農園では、自分で摘んだハーブや
花などで、リースやスワッグ作りが体験出来
ます。自然の力でのびのびと育てられたハー
ブを一緒に見に行きませんか。今年の交流
会は、6月下旬頃に企画したいと思います。
また詳細についてはFacebookなどでお知

らせしています。本年度も、ハミングバード
東海を宜しくお願い致します。
●ふぅ～たんぽぽの里　山本 美津子 
　TEL：090-3162-3663
E-mail：angel.smiling0107@gmail.com 

●アロマケアスクールMommy　前田 智巳 
　TEL：080-1616-0895
　http://www.mommy-aromacare.com

自主活動グループ ハミングバードからのお知らせ

●八洲学園大学 公開講座　http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/
●連絡先／八洲学園大学　045-317-4401 

●松本美佳先生によるインターネット配信での基礎編は、「序章　チャイルドケアの概念」が該当し
ます。P13及び、下記八洲学園大学HPにてご確認、お申し込みください。9月末までの配信です。

地　域 スクール名／主催者 お申込み先 開催内容／日時

山形県米沢市 アロマヒーリングルーム&スクール凛香 
齋藤 裕美

080-1822-5481
aromarinka1207@gmail.com

Ⓚ日時応相談

山形県長井市 アロマスクールLa.fl eur　
金田 弘子

TEL：070-4394-9420　
la-fl eur@t-knd.com

Ⓚ日時応相談　Ⓑ日時応相談

埼玉県羽生市 心結～ここゆい～　
鳥居 直子

080-1069-4170
rose_pink_nao_lover@yahoo.co.jp

Ⓚ日時応相談

千葉県千葉市 チャイルドケア葉から芽（Hakarame）
近藤 優子

043-256-0436　
yukono0904@ybb.ne.jp

Ⓚ日時応相談

東京都羽村市 クローバーアロマスクール　
萱原 恵子

042-554-5742　
cloverhouse@t-net.ne.jp

Ⓚ日時応相談　Ⓑ日時応相談

東京都青梅市 さくらいろ
普代 加奈

0428-27-3491　
sakurairocare@yahoo.co.jp

Ⓚ日時応相談

東京都北区 おひさまのたね
野澤 智恵子

090-9803-8878
ohisamahuman@yahoo.co.jp

Ⓚ、Ⓑともに平日月曜／水曜午前　他応相談
◆こころにふれるタッチケア　平日月曜／水曜午前

東京都小平市 アロマハーブスクール&エステサロンサシェ
鴨下 徳子

090-8514-2604　http://sachet-school.
com/　※HPよりお申込み可能です。

Ⓚ開催日応相談10：00～12：00Ⓑ日時応相談

愛知県豊橋市 アロマケアスクールMommy　
前田 智巳

080-1616-0895　
http://www.mommy-aromacare.com　
※HPよりお申込み可能です。

Ⓚ2/16（金）＆4/18（水）10：30～12：30　Ⓑ3/30
（金）10：30～12：00　◆ふれあいのタッチを学ぼう
3/30（金）13：30～15：30

愛知県
春日井市

ふぅ～ たんぽぽの里
山本 美津子

090-3162-3663 
fuu.tanpoponosato1599@gmail.com

Ⓑ日時応相談

大阪府大阪市 RITY ROSE～aromama～ 
武部 みき

090-7100-6325 
rityrosearomama@gmail.com

Ⓚ日時応相談 Ⓑ日時応相談

京都府京都市 ハニーサックル　
藤野　智子

090-3925-1861　
cocom37@hotmail.com

Ⓑ日時応相談

石川県金沢市 アロマ・クレイ・チャイルドケアApple leaf
川崎 絵里

090-4688-3906　
appleleaf2015@gmail.com

Ⓚ日時応相談

熊本県熊本市 チャイルドケアのぞみ　
渡邊　望

090-7448-5363　
watanon3@yahoo.co.jp

Ⓚ日時応相談

沖縄県
うるま市

チャイルドケアスクール木蔭～こかげ～
山下 洋美

070-4399-3089　
yajirobee.374@gmail.com

Ⓚ開催日応相談（午後スタート）

お近くにお住まいの方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょう？
学習するうえでさまざまな情報を発信されています。

会員サポート講座
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活動報告など誌面を利用して発表してみませんか？ 

MC会員の更新手続き

下記の受講番号に該当する方は、今
後のレポート提出にはMC会員の更新
が必要です。（更新手続き書類4月上
旬郵送）更新をされない方は、次号よ
り本誌ピーカーブーのお届けもストッ
プします。予めご了承ください。

＊チャイルドケア・コーディネーター合格者の皆さん（敬称略10名）
佐伯理湖／横尾美紀／天野綾香／原奈津子／瀬戸川聡子／手塚恵里子
前田春香／伊藤静香／佐藤明子／中山聡子
＊チャイルドケア・インストラクター合格者の皆さん（敬称略3名）
山田雅美／大森彩子／藤原純子

原稿募集！

今後の更なるご活躍を心より
お祈りしています

日本アロマコーディネーター協会　チャイルドケア本部

2017.10/1 ～ 2018.1/15付 　●受講番号
17CCD101
17CCD102
（最初の5桁）
 CC17-1／CC17-2
 CC17-3／CC17-4

チャイルドケア・コーディネーター
ライセンス認定試験

年会費についての
お知らせ

◆試験日／2017年5月27日（日）
◆受験資格／2017年5月25日（金）現在、協会
が指定する各スクールの所定のカリキュラム

を修了し、修了証書を有している者

◆試験形式
　理論試験（記述・選択）90分

　小論文60分

◆受験料／10,800円（税込み）
◆受験願書の提出期間
　3月26日（月）～4月27日（金）必着
※認定試験の合格発表は6月上旬、MC会員登録手

続きの期限は7月末、登録者へのライセンス証等

発送は8月下旬です。

※ホームスタディ講座の受講生は別規定となります。

通学講座：受験手続きの流れ

加盟校
主宰者様へ

2018 年 5月 

6月の会費振替日は6月6日（水）となり

ます。対象者の振替予定額は「会員専用

ページ」よりご確認頂けます。

●会員専用ページ
　ログイン名「seikaiin」

　パスワード「JAAaroma」

　ログイン後「会員更新・年会費検索ペー

ジ」をクリック、「生年月日」「会員番号」

を入力いただくと、「お名前」「振替日」

「振替予定金額」が表示されます。

※検索にご利用頂く「会員番号」は、会報

　誌の宛名ラベルのお名前の下の番号を

使用致します。

※協会に「生年月日」のご登録がない方は

「11111111」で登録されています。

検索結果が表示されない場合にお試し

ください。

●ご案内
•マザーズクラブ年会費の検

索には、「3」から始まる12ケ

タの番号をご入力ください。

•その他JAA会員年会費の検索には、別

途「9」から始まる7ケタ、または12ケ

タをご入力ください。

●情報の確認時期
振替予定金額が確認できる時期、また振

替指定金融機関の変更締切日は以下とな

ります。

従来の更新案内郵送に代えて、
皆様の年会費の振替予定額をJAAのホームページから
ご確認いただけるようになりました。

振 替 日 情報確認の
可能時期

金融機関の
変更締切日

2月6日の方 12月1日～ 12月20日
6月6日の方 4月1日～ 4月20日
10月6日の方 8月1日～ 8月20日

振替予定金額の確認方法

実施要項


