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じょさんし大学
開校します。
｜第6期福岡校｜

専用申し込みフォーム

2019.10.13 SUN. スタート！

受講希望の方は、じょさんし大学のホームページよりお申し込みください。

じょさんし大学事務局

050-3716-7390 info@minomama.com

スマートフォンの場合、QRコードの
読み取りには専用のアプリが必要です。
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ここはリアルにツナガル場！
講義は、1日2回（1限目：13時〜／2限目：15時〜）
最高にステキな講師陣による授業をぜひお楽しみください。
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岸本 玲子
岸本助産院 院長・きさいち邸 産巣日（むすび）代表
2008年に大阪府交野市で有床助産院を開院。全ての女性の日々の
営みがイノチ喜ぶものとなるよう、知識や理性でがんじがらめになる
のではなく、本能や五感を使った出産育児を応援。また、産巣日（む
すび）では、赤ちゃんの周りのすべての人が、お腹の底から幸せにな
れるようなイベントを企画開催。

毎回、楽しい
放課後あり

谷口 陽子

1回の講義は9 4分
1日の学びの合計は3 時間 8分（産婆）です

2019年10月13日（日）

妊婦よ、野 生に戻れ！ by 3 年 8 組！

岸本 玲子さん Reiko Kishimoto

ココロとカラダを解きほぐす安産への道

合同会社みのおママの学 校 代 表
「日本の子育て環境を世界トップ10に引き上げます！」
をミッションに、
2016年4月にみのおママの学校を設立。
助産師が中心となった子育て
環境づくりを箕面市で成功させ、
全国に広めたいと考えている。
「ママも
仕事もプロフェッショナル」
というタイトルの連載をもつなど、
勤務助産
師・経営者・子育てママの３つの顔をもつパワフルウーマン。

柴田 星子
産前産後のセルフケア整体の専門家（株）あったかい手 代表

2019年10月13日（日）

岸本 玲子を深く知りたければ 3 年 8 組！

岸本 玲子さん Reiko Kishimoto

じょさんし大学新 企画・岸本 玲子ラボ

2019年11月10日（日）

地域でママに寄り添いたいなら、3 年 8 組！

谷口 陽子さん Yoko Taniguchi

助産師が中心となった新しい子育て支援のカタチ

2019年11月10日（日）

教えて星子さん by 3 年 8 組！

柴田 星子さん Hoshiko Shibata

星子流、マイナートラブル解消法

助産師・看護師として10年勤務。その後、整体習得講座に通い始め
た時に妊娠。身体を整えながらの妊婦生活が以前流産した時と比べ
格段に快適で身体の調子も良かったことに衝撃を受け、それを広め
る活動を始める。主にブログ（産む力を育てる助産師の整体）
・テキス
ト・講座で普及に努める。

中尾 慶子
公立学 校共済組合 四国中央病院・アドバンス助産師
四国中央病院の産婦人科混合病棟勤務。アロマセラピー認定を取得
し、2012年無料母乳外来を開設。2015年に助産師外来開設、CAPS
を設立。現在は、産前産後ケアセンターを開設し活動している。
『出来
る助産師より幸せな助産師へ』をモットーに、助産師自身が幸せであ
ることが、
後輩や学生、
ママ達まで幸せになっていくと思っている。

辺見 佳永

2019年12月1日（日）

幸せな助産師になりたいなら、3 年 8 組！

産婦人科医・直原ウィメンズクリニック勤務

中尾 慶子さん Keiko Nakao

出来る助産師より幸せな助産師へ

兵庫医科大学卒業後、愛染橋病院時代に飛び込み出産や虐待など
の社会問題を知り、その後、自身の子育てを通して、他人事ではない
ことを痛感する。みのおママの学校の谷口さんの熱い思いに出会
い、自分にも何かできないか模索中。

2019年12月1日（日）

産科医の想いを知りたいなら、3 年 8 組！

辺見 佳永さん Kae Henmi

D r.とのコミュニケーションの必 要性

野口 智美
おはな助産院 院 長

2020年1月12日（日）

海（サーフィン）と家 族と、助産院 by 3 年 8 組！

野口 智美さん Tomomi Noguchi

究極のライフワークバランスで 幸せに生きる

大阪生まれの大阪育ち。ウインドサーフィンの魅力に憑かれ助産師4年目
に静岡県御前崎に移住。8年間産科に勤務後、第3子出産をきっかけに
2009年に有床助産所を開設。陸の孤島と呼ばれる僻地で、助産院を切
り盛りしながら4人の育児に奮闘中。今でも海が生活の中心。年に1回は、
家族全員で数週間海外旅行に行き、思い切りリフレッシュしている。

2020年1月12日（日）

テーマトークを楽しみたいなら、3 年 8 組！

粉奈 健太郎

じょさんしの寺子屋

助産師同士で語り合う

中小企業向けのブランド戦略家

2020年2月9日（日）

個人のブランド力を高めたいなら、3 年 8 組！

粉奈 健太郎さん Kentaro Kona

人 生が劇的に変わる個人ブランドのつくり方

手掛けるクライアントは、
日本全国の建設＆建築業、
製造業、
小売業、
食品＆飲食業、
コンサル業、
士業、
フリーランスなど多岐にわたる。
会社
やお店の価値を上げていくにあたり、
経営者の個人ブランドや、
フリー
ランスの個人ブランドづくりを手がけることも多い。企業向け、
個人向
けにスピーチクラスも多く開催し、
そのプレゼン力にも定評がある。

や まが た てるえ

2020年2月9日（日）

女性のココロとカラダの変化を学ぶなら、3 年 8 組！

やまがた てるえさん Terue Yamagata

ここだけは抑えたい！思春 期から更年期

2020年3月8日（日）

地域のかかりつけ助産院のことなら、3 年 8 組！

岡本 千加さん Chika Okamoto

ここに公開！お産を取り扱わない助産院のニーズ

2020年3月8日（日）
じょさんし大学 卒業式

バースセラピスト・チャイルドファミリーコンサルタント
助産師。2人の子どもの子育て中に自分自身が産後ブルーを体験し、
いろいろなセラピーなど自然療法を学ぶ。
現在はバースセラピスト
（産
前産後の心を癒すメッセーンジャー）として「いのち・こころ・からだ」
をテーマとした講演活動を行う。雑誌などのメディアにもよく取り上
げられている。著書には「産後、つらくなったら読む本」など多数。

岡本 千加
ははこ助産院 院 長
大阪市公立病院の産婦人科に約10年間勤務。二人の出産育児を経
験し、より地域に密着した周産期支援を志し、地元の産婦人科や行
政に従事。2008年の出張開業を経て、2014年にははこ助産院（豊中
市）を開院。お産を取り扱わない助産院として、妊娠中から産後まで
「切れ目のない支援」を実施。

じょさんし大学（第6 期）卒業式

お申し込み方法

会

じょさんし大学の専用HPよりお申し込みください。

専用申し込みフォーム

http://midwife-academy.com/
受講費

100,000円（税込） 定

主

みのおママの学校

催

講師プロフィール

員

SUiTO FUKUOKA
住

38名（ 先着 ）

050-3716-7390

※日程・会場・講師・講義内容が変更になる場合がございます。
※託児サービス、補講はありません。
※お支払い方法などは、お申し込み完了後にお知らせいたします。

場
所

福岡市中央区大名1-15-27 福岡大名ビル3F
ht tps://suito.inboundhub.jp/ja

キラリと輝く助産師が日本の子育てママを元気にします

スマートフォンの場合、QRコードの
読み取りには専用のアプリが必要です。

STANDUP MIDWIFE

じょさんし大学の収益はみのおママの学校の子育て支援活動に使用させていただきます。
すべては、子どもたちの明るい未来のために。

