
  

日時：2018 年 6 月 9 日(土） 12 時 30 分～17 時 30 分（開場 11 時 45 分） 
6 月 10 日(日)  9 時 00 分～15 時 30 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  

Tel：078-303-7516（場所についての問い合わせのみです） 

 

 

第 44 回学習会のプログラムは、『知識の原点を見直し、実践へ応用できるスキル』を基に構

成されております。 

学習会 1 日目は、国際的な動きや国内のガイドラインを知り、周知の知識であっても原点に

戻り、さらに母乳育児支援者が知っておきたい情報を見直します。 

学習会 2 日目は、知識から実践へ・・・事例を通して基本的な知識を実践に応用するスキル

を学習します。学習会での新しい知識は、支援者がお母さんとその家族に寄り添い、共に考

えることにきっと役立つはずです。また今回の学習会でも、昨年好評の母乳育児に関連した

手作りグッズの販売も計画しております。 

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、授乳中の

方も授乳をしながら講義を聴くことができます。 

神戸での学習会が参加くださる皆さんの素晴らしい学びの場になるよう

にサポートいたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

第 44 回 母乳育児支援学習会 in 神戸 

大会長 村上志保 

 

◆事前申込登録期間 2018 年 4 月 9 日(月)10 時～5 月 21 日(月)23 時 59 分 

 

  

第 44 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)   

 

 



■ プログラム   

1 日目（6/9） 11：45 開場 12:30～開会挨拶 オリエンテーション        17:30 終了 

 ≪母乳育児支援に関する基本知識を更新しよう！≫  

12:45～13:45 Neo-BFHI とファミリーセンタードケア  大山牧子(新生児科医、IBCLC) 

14:00～15:00 母乳育児とアレルギー 

～変化し続けるエビデンスの中でも、子どもたちにその時点でのベストを選ぶことが

できるために～                 多田香苗（小児科医、IBCLC） 

15:15～16:15 WHO の「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」アップデート 

  瀬尾智子（小児科医、IBCLC） 

16:30～17:30 母乳育児支援におけるエモーショナル・サポート～ 母親の心に届く支援の原点 

 本郷寛子（ソーシャルワーク修士、保健学修士、IBCLC） 

2 日目(6/10） 8:30 開場 9:00～オリエンテーション       15:15 閉会挨拶 15:30 終了 

 
≪知識から実践へ≫ 

～事例を通して、基本的な知識を実践に応用するスキルを学習しましょう～ 

9:15～10:45 事例１：NICU に入院する「事例」から NICU での母乳育児支援を考えてみよう 

 松崎陽平（新生児科医、IBCLC）、村上志保（看護師、IBCLC） 

11:00～12:30 事例２：乳腺炎にかかったお母さんへの支援  

 黒須英雄（小児科医、IBCLC)、越山茂代（助産師、IBCLC) 

13:45～15:15 事例３：4 か月健診で体重が少ないと言われた赤ちゃんへの支援 

 山口直人（小児科医、IBCLC)、吉田久美子（助産師、IBCLC)  

2 日目 12：30～13：45 の昼休憩の間に教育研修事業部企画「CBT 対策」が開催されます。 

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)継続教育単位申請中 

  

♪♪♪♪♪♪ JALC 第 44 回学習会 申込み方法 ♪♪♪♪♪♪ 

◆ 学習会の対象 

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。 

 

◆ 参加費 

 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 ￥19,980 ￥33,000 ￥22,000 ￥35,000 
￥10,000 

1 日参加 ￥15,390 ￥28,000 ￥18,000 ￥30,000 

 

* 会員価格でご参加になる場合は 2018 年度の年会費をお支払いください。2018 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、会員としてご参加いただけます（年会費：一般会

員 8,000 円/IBCLC 会員 12,000 円 サイトにてお支払いください。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

スレター配信（定期 2 回、他臨時）、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。 

 

★ 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。 

 

◆事前申込登録期間 2018 年 4 月 9 日(月)10 時～5 月 21 日(月)23 時 59 分 

■申し込み方法 

 

ウェブサイト申し込みフォームからお申込みください。  

（スマホからも申し込み可能です）  

申し込み期限 5 月２１日（月）２３：５９  

 

 

westec_op10 アットマーク jtb.com より 

個人情報登録確認メールと参加申し込み登録確認メールが  

送られてきます。  

上記メールを受信可能にしてください。  

注 アットマーク＝＠  

 

 

支払い方法はクレジットカード決済またはコンビニ決済となります。  

期限：クレジットカード・コンビニともに５月２１日（月）  

事前申し込み期限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。  

 

 

 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、  

申し込み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。  

今回は事前送付の資料・案内はございません。  

 



  

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。 

＊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。 

 

♪♪♪♪♪♪ 参加・受付方法について追加のお知らせ ♪♪♪♪♪♪ 

 

◆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、事前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。  

☆会場が広いため室温の調節が困難なことがあります。上着やひざ掛けを等で各自調節いた

だきますようお願いいたします。 

☆JALCSHOP からのお知らせ 

JALC 特製付箋を販売いたします。学習会特別価格１冊 250 円です。 

数に限りがありますのでお早めにお買い求めください。 

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。 

 

◆ 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 下記を準備しています。 

 

【①無料親子室】無料。事前登録不要。親子室（中継室）の一部に設置します。親族の同伴可。

女性のみの授乳スペースはご用意しますが、モニターは見えませんのでご了承ください。  

【②有料親子室（有料・保育サポート有・事前申込要）】 

保育スタッフがサポートに入り、親子一緒に過ごして頂きます。保護者さまの負担を軽減

し、お子様が少しでも退屈せず過ごす為にもおすすめしています。親族の同伴可（申込欄同

伴者に記載ください）。お子さま１人当たり 1,000 円/日 定員 20 名 先着順  

定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。キャンセルの場合、事前の

ご連絡は不要ですが申し込み時にお支払いただいた料金は返金いたしかねますのでご了承く

ださい。 

【③別室託児】事前登録必要 定員 15 名 先着順。  

申込方法については別室託児利用規定をダウンロードしご確認下さい。 

 

  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、「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。 

 

 

【年齢別利用区分】 

  0 歳児  

①無料親子室でお過ごしください。別室託児は利用できません。 

  1・2 歳児  

②有料親子室、③別室託児の選択が可能です。 

親子で一緒にいたい方は親子室で、講義に集中したい方は別室託児をご利用ください。  

  3 歳～小学 3 年生  

原則③別室託児をご利用ください。 

※お子さまの持病やけが、特性や障害をお持ちで親と離れる事が困難な方は、個別にご相談くだ

さい。 

  小学 4 年生以上  

③別室託児がご利用いただけます。 

2 日間会場で過ごされるお子さまへの負担を考え、原則ご家族、お友達などに預かっていただく

ようお願いします。ご家庭の事情でどうしても会場に同伴せざるを得ない場合は、お子さまが退

屈せずに過ごせるような工夫を保護者さまが責任をもってご準備していただくようお願いしま

す。会場内にお子さまのお席をご用意できませんので、同伴される場合は①無料親子室でお過ご

しください。 

 

☆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。 

  



 

【お子さま連れ学習会参加申し込みの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

◆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 44 回母乳育児支援学習会事務局◆ 

（株式会社ＪＴＢＭＩＣＥ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：westec_op10@west.jtb.jp 

営業時間 09:30 ～ 17：30 （土・日・祝祭日は休業） 

上記学習会事務局への問い合わせ対応は 4 月 9 日～6 月 8 日の間のみになります。 

 

0 歳児・小学 4 年生以上で

会場同伴される方 

無料親子室をご利用下さ

い 

有料親子室利用の方 別室託児利用の方 

申し込み終了後、ママ MATE さんよ

り連絡があります。後日振込用紙

が送付されますので、振込をお願

い致します。期日中のお支払がな

い場合、キャンセル扱いとなりま

すので、ご注意ください。 

 

事前申し込みは不要です。 

当日お子さまと一緒にご来

場下さい。 

 

申し込みフォーム内の、親子

室利用申込欄にチェック。 

事前申し込み期日中に必

ず、親子室利用料を参加費

と一緒にお支払いくださ

い。期日中のお支払がない

場合、キャンセル扱いとな

りますので、ご注意くださ

い。 

利用規定を参照後、ホームペー

ジ内から「別室託児申込同意書」

をダウンロード 

「別室託児申込同意書」の内容を記

入の上、FAX かメールで直接ママ

MATE へ申し込み下さい。 

（JALC への連絡は不要です） 

【申し込み先】 

（株）ママ MATE 大阪支店 

FAX:06-6967-8107 

E-mail:osaka_hoiku@mama-mate.jp 

 

お子さまと保護者さ

ま双方にとって  

いい方法を選んでね  

 


