
     

平成 23 年 7 月吉日 

 

 

 

第第第第２２２２２２２２回回回回タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会のごのごのごのご案内案内案内案内    
 

 

会員様各位 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

平成23年度、東京開催：指導者講習会が決まりましたのでご案内を申し上げます。 

日本タッチケア研究会では、タッチケア普及活動の一つとして、指導してくださる専門家の育成をしております。 

講習会で、タッチケアの基本理念、手技、支援する心を学んでいただき、広く普及していただくために必要な知識を 

つけていただくことができればという想いをもって、当会では、指導者講習会を実施しています。 

楽しく学んで理解を深めて、健やかな親子の暮らし、子育てを支援しましょう。 

 

 

8/5（金）まで、平成23年度年会費払込済の方の会員様会員様会員様会員様優先受付優先受付優先受付優先受付となります。受講ご希望の方は、お早めに 

お申し込み下さい。      

****8/8/8/8/6666（（（（土土土土））））よりよりよりより新規入会新規入会新規入会新規入会のののの方方方方    受付開始受付開始受付開始受付開始    

    
■指導者認定取得は、講習会全2日間受講後、取得できます。 

■資格更新対象の方は、原則いずれか1日受講で更新手続きが出来ますが、内容や新しい情報も学習でき 

ますので、2日間受講されることをおすすめしております。 
                      （認定資格更新取得は、継続会員であること、会費を滞納していないことが条件となります。） 

 

【【【【講習会講習会講習会講習会】】】】    
【新規指導者認定資格取得希望者】 2日間受講が必要  会員会員会員会員のみのみのみのみ受講受講受講受講できますできますできますできます。。。。           

 

【会員指導者認定更新更新更新更新の方/復習復習復習復習受講の方】 いずれか1日受講でも可 年年年年会費払込会費払込会費払込会費払込済済済済みみみみ会員会員会員会員のみのみのみのみ    

    

【【【【会会会会    場場場場】】】】    昭和女子大学昭和女子大学昭和女子大学昭和女子大学    研究館研究館研究館研究館 7777 階階階階    

    ７７７７L02L02L02L02 教室教室教室教室        
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂 1-7 

     

    
                

 

 

 

 

 

 

日程 時間 会場定員 費用 

平成 23 年９月１０日（土） 

平成 23 年９月１１日（日） 

11：00～17：00 

10：00～16：00 
  110 名 

認定証発行 

２日間 お弁当 含む 

新規 指導者認定資格取得者  合計合計合計合計￥￥￥￥13,50013,50013,50013,500    

平成 23 年９月１０日（土） 11：00～17：00 更新者：１日   5,500円 
 認定証・昼食付き 

復 習 者 ： 1 日 の み 

  4,000円 昼食付き 

平成 23 年９月 11 日（日） 10：00～16：00 更新者：2日間 9,500円 
認定証・昼食付き 

復 習 者 ： 2 日 間 

  8,000円 昼食付き 

最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    東急玉川線東急玉川線東急玉川線東急玉川線    「「「「三軒茶屋三軒茶屋三軒茶屋三軒茶屋駅駅駅駅」」」」     

渋谷駅渋谷駅渋谷駅渋谷駅よりよりよりより    ■東急田園都市線（半蔵門線直通）    

「三軒茶屋」駅下車 徒歩 7 分 



主主主主ななななプログラムプログラムプログラムプログラム                             ※当日、一部内容/順番が変わる場合もございます。 

    

平成平成平成平成 23232323 年年年年９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））  １日目          

    

平成平成平成平成 23232323 年年年年９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））    ２日目                            ※当日、一部内容/順番が変わる場合もございます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

    

    

    

    

    

    

    
 

 第第第第２２２２２２２２回回回回タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会（（（（１１１１））））                                                        定員 120 名                           

10：20 ～  
受付開始   受講証を提出して、受付をお願いします。受講証お忘れの場合は、お待ち頂く場合があります。 

          席は、先着順自由となります。 

11：00 ～ 12：00 開会挨拶 “タッチケアとは”  基本ガイド     

12：00 ～ 13：00 お昼休憩   啓発資材販売        <60 分> 

13：00 ～ 15:10 
タッチケア “ＮＩＣＵ／新生児編“   

タッチケア  “乳・幼児編”        実技含む  

15：10 ～ 15：30 休憩     啓発資材販売 

15：30 ～ 16：30 
タッチケア  “育児支援とタッチケア“ 

        愛着や虐待      ほか 

昼食会場は当日案内いたします。           

16：30 ～ 17：00 質疑応答                        

 閉 会 

＜昼食について＞ 会場にご用意いたします。季節柄、お持ち帰りはご遠慮下さい。 

第第第第２２２２２２２２回回回回タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会（（（（２２２２））））                 定員 120 名            

 9：30～ 受付開始   受講証を提出して、受付をお願いします。 

10：00 ～ 10：40  タッチケア 基本理念 普及活動          

10：40 ～ 12：00 子育て講演                 

12：00 ～ 13：00 お昼休憩   啓発資材販売      <60 分> 

13：00 ～ 14：10 
タッチケア  実践編  新生児センターでの様子 

              幼児や障害児への適応           

14：10 ～  14:30 休憩     啓発資材販売  

14：40 ～ 15：30 タッチケア  様々な施設でのタッチケア 手技復習      

            

昼食会場は当日ご案内いたします。 

15：30 ～ 16：00 
質疑応答 

意見交換          

16：00～ 指導者認定カード発行  

＜昼食について＞ 会場にご用意いたします。衛生面によりお持ち帰りは出来ません。 

【【【【主主主主催催催催】】】】日本日本日本日本タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア研究会研究会研究会研究会    

HP www.touchcare.jp/ 
〒110-0011 

東京都台東区三ノ輪 2-8-2 （株）プチブレスト内 

TEL 03-3806-1388  FAX 03-3806-7732 

持ち物  ： 筆記用具  赤ちゃん人形  （もしくはイメージできるぬいぐるみなど） 
その他注意事項  ※  当日、啓発資材の販売を致します。 

※ １５分以上の遅刻、早退をされた場合、認定資格取得出来ませんのでご注意ください。 
※ 講習会の録音・撮影は肖像権がございますのでお断りいたします。 

※ 赤ちゃん、お子様託児のご用意はございません。またお子様の連れの方はモニター受講になります。 

事前申し込みが必要ですので、事務局までご連絡ください。 

※ 赤ちゃん連れで受講の方は、声を出す、泣くなど受講者に迷惑がかかる場合は退出をお願いします。 

※ 人形レンタルはございませんので、ご了承ください。 

※ 非会員の方は、まず入会手続きをされ、同時に講習会申し込みができます。8/6～受付 

 



【【【【受講受講受講受講申込手順申込手順申込手順申込手順のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】  ※よくお読みください。      

①①①①    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ・・・・メールメールメールメール（（（（用紙用紙用紙用紙スキャンスキャンスキャンスキャン））））にてにてにてにて受講申受講申受講申受講申しししし込込込込みみみみ    →→→→    ②②②②    受講受講受講受講料料料料払込払込払込払込                

①②①②①②①②をもってをもってをもってをもって申込完了正式正式正式正式なななな受付受付受付受付となりますとなりますとなりますとなります。。。。    ****申申申申しししし込込込込みみみみ受付受付受付受付のののの返信返信返信返信はははは致致致致しませんのでごしませんのでごしませんのでごしませんのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

続いて、③ 新規受講者/更新者の方 ：写真提出写真提出写真提出写真提出                                

④ 更新の方 ：会員更新登録提出会員更新登録提出会員更新登録提出会員更新登録提出    

①～④が揃い、入金確認出来た方より、８８８８月下旬月下旬月下旬月下旬からからからから順次順次順次順次、、、、受講証受講証受講証受講証・・・・当日当日当日当日のご案内をお届けいたします。  

                                                                                            

写真の提出は、メール添付 info@tpuchcare.jp    ：郵送〒241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町 1582-21 

（株）プチブレスト内  日本タッチケア研究会講習会受付係 

                                          

受講希望の方は、下記へ記入になりＦＡＸにて申込をお願いします。          Fax 000000004444444455555555--------333333338888888833333333--------00000000111111110000000066666666     

第２２回タッチケア講習会 申込用紙                        日本タッチケア研究会行 
申込日 2011 年    月     日    

（封筒の宛名ラベルをご覧の上、ご記入願います。）       
ふりがな                                                                  不明の方は、不明と記入をして下さい。 

名前                                      会員Ｎｏ:                          
    

     〒 

 

住所       都道府県                               電話                      

  下記へ記入及び該当するところに☑をつけて下さい。 (2)は、更新者の方のみ記入をして下さい。（必須） 

１、 新規受講 講習会     □ ２日間申込  （1 日の受講は出来ません） 
            

２、 更新・復習受講  □ 9/10（土）申込    □  9/11（日）申込    

※資格取得後、全く活動をされていない場合は、２日間講習の受講をお願いする場合もございます。                    

更新・復習受講  □ ２日間申込 *新しい情報も学べますので 2 日間受講をおすすめおすすめおすすめおすすめしています。 

３、 更新の受講の方 現在の活動内容  （例） 院内母親学級  デパート育児相談室など 

（                                                              ）  

指導者認定更新希望受講は、過去講習会受講日を記入（お手元の修了証をご確認下さい。） 

 

第       回講習会、もしくは      年     月     日 受講済  
※受講日不明、修了証の紛失の場合、２日間講習の受講をお願いする場合もございます。 

①①①①    申込申込申込申込書書書書    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ送信送信送信送信    受付受付受付受付    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    045045045045----383383383383----0106010601060106        （（（（24242424 時間受付時間受付時間受付時間受付））））    

②②②②    

    

新規新規新規新規のののの方方方方受講料受講料受講料受講料    

更新受講料払込更新受講料払込更新受講料払込更新受講料払込    

復習復習復習復習受講料払込受講料払込受講料払込受講料払込        

同封の用紙またはゆうちょ銀行（郵便局）備え付け用紙にて 

 口座番号 ： 00100-3-186158    加入者名 ： 日本タッチケア研究会 

※満員かどうかのお問い合わせ電話

はお断りしております。満員確認をご

希望の方はメールでのお問い合わせを

お願い致します。HP でも随時案内致

します。 

FAX 受信後、満員満員満員満員のののの場合場合場合場合はははは、、、、折折折折りりりり返返返返しししし事務局事務局事務局事務局よりおよりおよりおよりお返事返事返事返事をををを致致致致しますしますしますします。。。。 

申込受付順番は、FAX が優先です。入金されても、FAX がない場合は、受付をされてい

ませんので、ご注意ください。 

また、満員で払込された受講料は、原則来年度以降の年会費に充当させていただきま

すが、*満員返金希望の場合は、手数料￥1000 を差し引き返金します。 

自動キャンセルについて  
FAX 申込後、2 週間入金のないものは自動キャンセルとして受付取り消し致します。 

期日を過ぎて払込されても、すでに満員の場合は受付出来ませんのでご了承下さい。 

キャンセル返金について 
一度お申し込みいただきました受講料は、いかなる理由でも返金はしておりません。代理参加に 

変更は出来ますが、会員様に限ります。  

当日欠席について 当日欠席でも、返金/資料送付は致しておりません。別の方のお弁当持帰りもお断りします。 

③ 写真提出 
 （新規・更新の方） 

認定カードに使用します。 証明証写真 サイズ（45×35 目安） 

受講申込後、下記提出方法にて速やかに手配をお願いします。 

（すでに送付済、データ送信済の方は不要）    指導者認定証見本 

④ 会員更新用紙提出 
 （更新の方） 

会員登録更新用紙をまだ提出されていない方は、事務局へ提出して 

下さい。               （すでにＦＡＸ・郵送済の方は不要） 

お手元に用紙の無い方は、HP よりダウンロードして郵送または FAX して下さい。 FAX 045-385-0106  郵送/上記住所 

※※※※講習会講習会講習会講習会のののの問合問合問合問合せせせせについては、メールメールメールメールでお願い致します。 

e-mail   info@touchcare.jp  （24 時間受付） 

※※※※下記電話下記電話下記電話下記電話のののの場合場合場合場合はははは、、、、不在不在不在不在、、、、留守番電話留守番電話留守番電話留守番電話のののの場合場合場合場合もももも多多多多くありますくありますくありますくあります。。。。ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。    

会員更新、年会費払込、写真提出などについて  ＦＡＸ優先・ＴＥＬ 045-383-0106  担当：きたやま 

研究会、講習会について                      090-8514-2556  担当：しもとり 



年会費年会費年会費年会費・・・・会員資格会員資格会員資格会員資格につきましてにつきましてにつきましてにつきまして    【重要】 

   2011 年 6 月現在 

年会費年会費年会費年会費払込払込払込払込（1/1～12/31／暦年）同封の払込用紙にてお近くの郵便局（窓口・ATM）より 

                        払い込みをお願い致します。      

    

用紙紛失用紙紛失用紙紛失用紙紛失のののの場合場合場合場合   備え付け用紙利用して下さい。 

加入者名 日本タッチケア研究会  口座番号 00100-3-186158 

 

銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方 会員名と振込口座名が違う方は、お断りいたします。 

みずほ銀行  横須賀支店（390）  普通 1770688 

 

年会費年会費年会費年会費はははは払込状況払込状況払込状況払込状況がががが不明不明不明不明なななな方方方方    

メールまたはＦＡＸにて回答いたしておりますのでお知らせください。 

Fax 045-383-0106  メール info@touchcare.jp 

 

脱会脱会脱会脱会ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方  ※１原則未納原則未納原則未納原則未納でもでもでもでも、、、、会員扱会員扱会員扱会員扱いとなりいとなりいとなりいとなり未納未納未納未納のままのままのままのまま脱会脱会脱会脱会はははは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。    

年会費 3,000 円×未納年数を払込後、次年度脱会扱となります。払込用紙に、【○○年度脱会】

と記入になり、払い込みをお願い致します。 

※ 日本タッチケア研究会は、非営利で皆様の会費で運営しております。在会会員様すべてに経費が発生して 

おりますことをご理解よろしくお願い致します。 

 

2222 年分会費年分会費年分会費年分会費未納未納未納未納のののの会員会員会員会員のののの方方方方    未納 2 年猶予 3 ヶ月会費未納の方は、脱会扱いとなります。 

しかし、滞納している会費は、（※１）原則払込をお願い致します。     （会則 7 条－１） 

脱会後は、特典消失、指導者認定資格無効となります。発行した、認定証は事務局へ返却をお願い

致します。 

 

会費未納会費未納会費未納会費未納のののの方方方方        会員であっても未納期間は、講習会・シンポジウムの優先受付及び受講資格、 

指導者認定資格更新手続きは出来ません。ニューズレターは会費払込確認後のお届けとなります。

（注：未納期間の最新号、その前号までの送付となります。）  

会員特典メルマガ（啓発資材の会員価格は有効扱いしますが、同時に滞納年会費を払込下さい。） 

 

会員会員会員会員指導者認定資格指導者認定資格指導者認定資格指導者認定資格    会員会員会員会員であることがであることがであることがであることが条件条件条件条件となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

講習会 2 日間受講者が取得条件となります。以後、継続会員である方に更新所定手続きをされた方

は資格継続として認定致します。（注：更新は 3 年毎） 

 

住所変更住所変更住所変更住所変更、、、、おおおお名前変更名前変更名前変更名前変更、、、、勤務先変更勤務先変更勤務先変更勤務先変更のののの方方方方は、下記まで変更前、変更後の両方を必ず記入になりお知

らせください。   Fax 045-383-0106  メール info@touchcare.jp 

 

 

 その他、不明な点がありましたら日本日本日本日本タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア研究会事務局研究会事務局研究会事務局研究会事務局までご連絡ください。 

研究会研究会研究会研究会についてについてについてについて              e-mail    info@touchcare.jp 

メールでの問い合わせをお願いします。24 時間受付 

会費払込状況会費払込状況会費払込状況会費払込状況についてについてについてについて e-mail  info@touchcare.jp  

FAX 優先  045-383-0106 


