
  

平素より日本ラクテーションコンサルタント協会（JALC）へのお力添えいただき、誠にありが

とうございます。 

 今回の学習会のプログラムは、施設・地域を含めた育児支援の現

場で、”支援者が現在もっとも知りたい情報”で構成しました。学習

会１日目では、母乳育児に関する最新の科学的情報をお届けします。

学習会２日目には、妊娠・出産・育児を取り巻く社会の変化によっ

て、特別な支援を必要とする母と子・家族が増えているという現場

の声に応えた情報をお伝えします。具体的なトピックは支援者がお

母さんとともに考え解決するためにきっと役立つことでしょう。 

   今回の学習会には新企画が２つあります。一つは、IBCLC 会員が

中心になって集めた、母乳育児に関連した手作りグッズの販売です。

会場内休憩時間に販売します。もう一つは、1 日目にテイーブレイクタイムを設け、参加者同

士がゆったり交流できる時間を設けました。この時間には飲み物とお茶菓子を囲み、会場内の

講師に声をかけたり、違う施設の参加者と交流していただきたいと存じます。これらの新企画

を通じて、学習会で新しい知識を得ることはもとより、母乳育児の楽しさを参加者同士で共有

し、より実りの多い学習会になりますようにと願います。 

   また、 JALC は学習会を通して母乳育児が社会のスタンダードになることを願って、子育て

中の女性が学習会に参加されることを歓迎しています。お子様と一緒に過ごしながら講義を聴

講できるスペースも準備していますので、授乳中の女性も授乳をしながら講義を聴くことがで

きます。詳しくは、”お子様連れでご参加をお考えの皆様へ”をご覧ください。   

会場である神戸国際展示場は、三宮からポートライナーでほどなく到着する便利な場所です。

会場周辺は他にも学会やコンサートなどが開催される会場があります。宿泊をお考えの皆様は、

お早めに宿泊先を押さえておかれますようご案内申し上げます。 

   では異国情緒あふれる港の街、神戸で皆様を心よりお待ちい

たしております。  
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第 42 回 JALC 母乳育児支援学習会＜in 神戸＞ 
主催：NPO 法人日本ラクテーション・コンサルタント協会   

Japanese Association of Lactation Consultants(JALC)   

日時：2017 年 6 月 17 日(土） 12 時 45 分～17 時 00 分（開場 12 時 00 分） 

6 月 18 日(日）  8 時 50 分～15 時 00 分（開場 8 時

30 分） 

場所： 神戸国際展示場 2 号館コンベンションホール 

（神戸市中央区港島中町 6-11-1）  http://kobe-cc.jp/tenji/2_1.html 

 



 

２０１７年６月１７～１８日（土～日）２０１７年６月１７～１８日（土～日）２０１７年６月１７～１８日（土～日）２０１７年６月１７～１８日（土～日）   神戸国際展示場 2 号館コンベンションホール 

 

母乳育児を援助する専門家（助産師、看護師、保健師、医師、歯科医師、栄養士など）をはじめ、

学生、母乳育児支援団体認定リーダーなど母乳育児支援に興味のあるかたであれば、どなたでも

ご参加いただけます。 

 

■ プログラム   

1 日目（6/17） 12:00 開場 12:45～開会挨拶 オリエンテーション        17:00 終了 

 ≪母乳育児の最新情報≫  

13:00～14:00 母乳育児の健康への効果（なぜ母乳育児は大切か）    瀬川雅史（小児科医、IBCLC） 

14:15～15:15 母乳育児の生化学（母乳育児を科学的に支援するには） 戸田千（産婦人科医、IBCLC） 

 ティーブレイク・交流会  

16:00～17:00 育児困難感のあるお母さんと赤ちゃんへの援助  

 （発達に偏りのあるお母さんと赤ちゃんへの援助） 布川まゆみ（助産師、IBCLC） 

2 日目(6/18） 8:30 開場 8:50～オリエンテーション       14:45 閉会挨拶 15:00 終了 

 ≪特別な支援の必要なお母さんと赤ちゃん≫ 

9:00～ 9:45 周産期のメンタルヘルス（特に周産期発症のうつ病について） 

  宮貴子（精神科医、IBCLC） 

9:45～10:30 母体合併症（妊娠高血圧と妊娠糖尿病を中心に） 間瀬徳光（産婦人科医、IBCLC） 

10:45～11:30 「『母乳だけ』にはこだわらない」という女性への支援 

  本郷寛子（カウンセラー、IBCLC） 

11:30～12:15 後期早産児（少し早く生まれた赤ちゃん）と SGA（少し小さく生まれた赤ちゃん） 

  瀬尾智子（小児科医、IBCLC） 

 ≪臨床現場でのホットトピック≫ 

13:15～14:00 HIV と HTLV-1 と母乳育児 水野克己（小児科医、IBCLC） 

14:00～14:45 高年初産のお母さんへの援助（ガイドラインを踏まえて） 

  渡邊和香（助産師、IBCLC） 

都合により、プログラムや講師などに急遽変更がある場合がありますので、ご了承ください。 

◆ラクテーション・コンサルタント資格試験国際評議会(IBLCE)継続教育単位（7.5L-CERPs）  

 

■ 参加費（事前登録期間 2017 年 4 月 24 日(月)9 時～6 月 2 日(金)23 時 59 分） 

 事前登録参加費 当 日 参加費 学生 

（★対象条件あり）  JALC 会員 非会員 JALC 会員 非会員 

両日参加 ￥19980 ￥33000 ￥22000 ￥35000 
￥10000 

1 日参加 ￥15390 ￥28000 ￥18000 ￥30000 

 

* 会員価格でご参加になる場合は 2017 年度の年会費をお支払いください。2017 年度の会費を

2017 年 3 月末までにお支払いいただいていない方は、一旦退会今回、新規入会となります。（定

款変更 2017 年 2 月） 申込フォームから新入会の手続きも併せてお願いいたします。 



* 非会員の方で、この機会に入会されると（年会費：一般会員 8,000 円/IBCLC 会員 12,000 円）、

会員としてご参加いただけます。（参加費支払い後の入会では会員としての扱いになりません

のでご注意ください）。メルマガ購読（申込者のみ）、ニュースレター（定期 2 回、他臨時）郵

送、JALC カレンダーの贈呈など、様々な特典がついてきます。ぜひご入会ください。 

 

★ 学生割引の対象：医療、保育、福祉職等の養成課程在学中の方★ 

学生料金の適応は医療、保育、福祉職等の養成課程在学中の方のみです。社会人学生・医療職

有資格の大学院生は非該当です。不明な方は必ず事前にお問い合わせください。  

事前登録の場合は申し込みフォームから学生証のコピーを添付してください。学生証の提示が

ない場合は、「会員」または「非会員」でのご参加となります。 

 

◆事前申込登録期間 2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 22224444 日日日日((((月月月月))))9999 時～時～時～時～6666 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))23232323 時時時時 59595959 分分分分 

■申し込み方法 （右は申込フォームQRです。） 

以下の連絡事項がある方は、申込フォームにて申込・お知らせください。 

・      特別な配慮の必要な方 

・      付き添い・同伴者（無料親子室での同伴者含む） 

 

＊締め切り日以降は当日受付になります。 

 

＊事前申込期間内に参加費のお支払いがないと当日申し込み扱いになります。＊事前申込期間内に参加費のお支払いがないと当日申し込み扱いになります。＊事前申込期間内に参加費のお支払いがないと当日申し込み扱いになります。＊事前申込期間内に参加費のお支払いがないと当日申し込み扱いになります。    



＊親子室・別室託児料金は事前申込期間内に料金のお支払がないとキャンセルになります。＊親子室・別室託児料金は事前申込期間内に料金のお支払がないとキャンセルになります。＊親子室・別室託児料金は事前申込期間内に料金のお支払がないとキャンセルになります。＊親子室・別室託児料金は事前申込期間内に料金のお支払がないとキャンセルになります。    

また一度お支払いいただいた参加費・親子室利用料また一度お支払いいただいた参加費・親子室利用料また一度お支払いいただいた参加費・親子室利用料また一度お支払いいただいた参加費・親子室利用料は、何らかの事情により学習会が開かれは、何らかの事情により学習会が開かれは、何らかの事情により学習会が開かれは、何らかの事情により学習会が開かれ

なかった場合を除き返却いたしません。あらかじめご了承ください。なかった場合を除き返却いたしません。あらかじめご了承ください。なかった場合を除き返却いたしません。あらかじめご了承ください。なかった場合を除き返却いたしません。あらかじめご了承ください。    

 

■入金終了の方へ 

☆「名札・資料集等」の事前送付は行いません。当日受付にてお渡しします。 

☆手続き完了後、マイページの[確認書]ボタンが表示されますので、 申込登録確認書を印刷

し学習会当日、受付へお持ちください。参加確認証になります。  

☆ネームカードホルダーは各自でご用意ください。当日会場でも販売します。 

周辺の施設で複数の催しが予定されています。会場内では、必ず名札をおつけください。  

 名札をおつけいただいていない方の入場をお断りすることがあります。  

☆JALCSHOP で DVD「Breast is Best」を学習会特別価格 2700 円で販売いたします。また過

去の学習会の資料集も販売いたします。現金のみの取り扱いです。なお、持ち帰り用のマイ

バッグをご持参ください。 

☆昨年同様外部書店が出展いたします。外部書店ではクレジットカードをご利用いただけます。  

 最新の書籍を取り揃えておりますので、お立ち寄りください。 

☆一度お支払いいただいた参加費・親子室利用料は、何らかの事情により学習会が開かれ  

 なかった場合を除き返却いたしません。あらかじめご了承ください。 

 

■当日参加について 

当日参加受付ではクレジットカードは使用できません。つり銭のいらないようご準備お願いし

ます。 ネームカードホルダーはご用意ください。当日会場でも販売します。  

  お子様連れで当日参加いただけるのは、0 歳児、小学４年生以上の方のみになります。  

 

■昼食について 

今回は、お弁当の申し込みはありません。会場周辺に飲食店・コンビニが非常に少ないため、

2 日目の昼食は予め各自で準備してご来場いただくようお願い致します。 

 

■個別の配慮を必要とされている方へ 

 車椅子を利用されているなどお手伝いが必要な方、付き添いを同伴したい方など、個別の配慮

を必要とされる方は、＜申込みフォーム＞に内容を記入してお知らせ下さい。できる限り快適な

学習会参加となるようお手伝いさせていただきます。 

 

■お子さま連れで参加される方へ 

JALC はお子さま連れの皆さまが学習会に参加しやすいよう、環境づくりを工夫しております。 

今回の学習会では  

【①0 歳児・小学４年生以上用無料親子室】 

【②有料親子室（有料・保育サポート有・事前申込要）】 

【③別室託児（有料・事前申込要）】  

【④授乳室：女性とお子さん専用スペース・モニターは見えない可能性有】 

を準備しました。  各スペースには利用対象者の年齢制限を設けておりますので、 必ずお子さま

の年齢に合った場所でお過ごしくださるようお願いいたします。今までの学習会と利用方法が変

更されています。無用なトラブルを避けるためにも、別紙「お子さま連れで参加をお考えの皆さ



まへ」を必ずお読みになってから申し込みフォームより申し込んでいただくようお願いします。 

☆有料親子室・別室託児をご利用される方は申込フォームからの事前申込が必要です。  

 

託児についての問い合わせは study42@jalc-net.jp までお願いします。 

 

 
＋＋*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*＋＋ 

◆主催◆ NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会 

〒981-3133 仙台市泉区泉中央 2 丁目 17-3 フリード泉中央 203 

 FAX:022-725-8561 

＋＋*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*＋＋ 

◆JALC 主催第 42 回母乳育児支援学習会事務局◆ 

（株式会社ＪＴＢ西日本ＭＩＣＥ事業部 内） 

〒541－0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3 丁目 1 番 8 号 

本町クロスビル 7 階 

電話 06-6252-5044 E-mail：convention4@west.jtb.jp 

営業時間 09:30 ～ 17：30 （土・日・祝祭日は休業） 

上上上上記学習会事務局への問い合わせ記学習会事務局への問い合わせ記学習会事務局への問い合わせ記学習会事務局への問い合わせ対応対応対応対応はははは 4444 月月月月 24242424 日～日～日～日～6666 月月月月 19191919 日の間のみになります日の間のみになります日の間のみになります日の間のみになります。 


