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講演、講座分野
団体名または
肩書きなど

名前 講演、講座内容の概要・実績等 連絡先 申込方法 講師料 備考

1
・家庭教育の大切さ
・その他

株式会社ＨＯＰＥ代表（コンサルタント） 澤田 良雄 民間企業内での社員研修および公務員の職員研修等で、「家庭教育の大切さ」について講演
電　話：04-7154-4123
ＦＡＸ：04-7154-4987
sawada@silver.plala.or.jp

①メールにて申込み下さい。（問合
　せＯＫ）
②電話でお問合せ下さい。

20,000～30,000円（２時間程
度）

【講演、講座分野（その他詳細）】
・家庭でのコミュニケーション
・ほめ方、叱り方のコツ
・親子の報連相（報告・連絡・相談）

【関連ＵＲＬ】
http://www.hope-s.com/

どうぞ気軽にお問合せ下さい。
楽しく学べます。

2 家庭教育の大切さ 市立柏高等学校 石田 修一 好きなことに全力投球（平成23年高柳中ＰＴＡ、平成24年光ケ丘中ＰＴＡ）

電　話：04-7132-3460（代
表）
ＦＡＸ：04-7134-3183
kashiwakoko@city.kashiwa.chib
a.jp

電話でお問合せ下さい。 無料

3 その他 明治大学文学部心理社会学科准教授 平山 満紀 現代人の性、性教育、セクシュアリティ
03-3296-4545（代表）
hirayama@meiji.ac.jp

左記連絡先までご連絡下さい。 ご相談下さい。
【関連ＵＲＬ】
http://www.meiji.ac.jp/bungaku/teachingstaff/t
eacher_h/hirayama.html

4
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・子どもの健全育成（非行防止）

・親業訓練協会シニアインストラクター
・NPO法人日本エニアグラム学会ファシリテ
　イター専任講師
・アンガーマネジメントインストラクター
・色彩心理インストラクター
・産業カウンセラー

富澤 裕子

【講演内容】
・よりよい親子の関係を築くコミュニケーション
・子どもの自立心を育てる大人の関わり方

【講演実績】
・白井市、野田市、成田市、船橋市、習志野市にて就学時健康診断時の保護者向けコミュニケーションスキル（親業）講演
　（2000年～現在に至る）
・家庭教育学級（白井市、野田市、松戸市、習志野市、船橋市、香取市、小見川町、木更津市、千葉市、稲敷市、龍ヶ崎市、
　牛久市等）の幼稚園、保育園、こども園、小中高校（1998年～現在に至る）
・茨城県保護司会講演（2012年～現在に至る）
・鶴見大学生涯学習センター講師（2008年～現在に至る）

電　話：04-7163-0791
ＦＡＸ：04-7163-0791
moku-rena-yuko@docomo.ne.jp

左記連絡先までご連絡下さい。 ご相談下さい。

・コミュニケーションスキルと合わせて、連続講演可
　能。
・シルバー対象の自己肯定、他者理解にも活用。
・単発講座だけでなく、連続講座の形で、親同士の仲
　間づくり。
・自己啓発へと発展させることも可能です。
・ロールプレイを取り入れ、多くの事例を用いて実践
　的に楽しくお伝えしています。

5
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・その他

東京心理教育研究所　公認心理師 小林 久美子

・子どもの絵は心のメッセージ
・自律訓練法、筋弛緩法等リラクセーション法の指導
・認知行動療法を基にした、認知とストレスについて
上記を基本とした子育てで悩む親御さんへのサポート

http://www.toshima.ne.jp/~npo
sepy

左記連絡先までご連絡下さい。 ご相談下さい。
【講演、講座分野（その他詳細）】
・親への心理教育とセルフケアの為のリラクセーショ
　ン法

6
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達

ミニシアターはらぺこくん 熊谷 道子

・保育園保護者と園児向けの育児講座「絵本を読むといいこといっぱい！」（2018年 豊町保育園、2019年 西原保育園、
　2020年 西原保育園）
・児童厚生員向け絵本研修（2018年 子育て支援課）
・その他　絵本・紙芝居の研修多数

mkumagai@ja2.so-net.ne.jp
https://harapekko.net/

①ミニシアターはらぺこくんのＨＰ
　の問い合せから
②熊谷へ直接メールで

ご相談下さい。

7
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達

・親業訓練協会シニアインストラクター
・千葉県スクールアドバイザー
・星美学園スクールカウンセラー

白石 仁美

・親子のよりよいコミュニケーションをはぐくもう。
・親業を通して、子どもの話の聴き方や、意見の対立の解き方を学ぶ。
・心の通い合う親子のコミュニケーション。
・ロールプレイング（令和二年星美学園ＰＴＡ）

terejia-abira@docomo.ne.jp 左記連絡先までご連絡下さい。 ご相談下さい。
・ロールプレイングを通して、親と子の心の通い合う
　コミュニケーションスキルトレーニング

8 家庭教育の大切さ
・自己尊重トレーニング・トレーナー
・フリージャーナリスト
・ＨＣネット代表理事

北村 年子

・愛が伝わる「ほめ方」「叱り方」（松葉近隣センター）
・親も子も自分をもっと好きになる（平成24年北柏幼稚園父母の会）
・子どもの自尊感情を育てるために大切なことは？
・「怒り」をうまく伝えるアサーション
・イライラがスッと落ちつくマインドフルネス
・ま、いっかと力を抜いて～幸せな親子になろう

電　話：042-315-6584
　　　　0422-29-8335
ＦＡＸ：042-315-6584
　　　　0422-29-8335
info@labo_bemyself.com

左記ホームページの依頼フォームで
又は左記連絡先メールアドレスまで
ご連絡下さい。

ご相談下さい。

親と子の自尊感情を育てるための「自己尊重ラボ　Be
myself」を中心に自己尊重トレーニングをお伝えして
います。
お気軽にお問い合わせ下さい。

【関連ＵＲＬ】
https://labo-bemyself.com/

9 子どもの健全育成（非行防止） 千葉県警察東葛地区少年センター 少年の非行防止・犯罪被害防止（薬物乱用、SNSに起因するもの等）に関すること 04-7162-7867 電話 無料
【関連ＵＲＬ】
https://www.police.pref.chiba.jp/shonenka/safe
-life_juvenile_delinquency-07_03.html

10
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・その他

・料理研究家
・一般社団法人日本糀文化協会代表理事

大瀬 由生子

【講演】
・ママたちの食育
　平成17年6月に食育基本法が制定されました。私的な食にまで国をあげて、口を出してくるが…では食育ってなんでしょ
　う？食育って何をしたらいいのでしょうか？家庭内の食育についてのお話。レシピ紹介など自分の子育ての経験談を交え参
　加者の悩みや質問にも答える。
・食べたものが私になる
　食が，いかに子供の心と体の成長に大きな役割になっているのか料理研究家歴四半世紀をこえ，料理本などの著書も多数の
　講師から，実際の子育ての経験談も交え，難しくない等身大の食育のお話し。
・成長期に必要な食品バランスと苦手意識の高い食材についての食育講座と調理実習。食育の大切さに触れる。
・食べることは生きること　講演・映画上映会

【調理実習】
・カミカミクッキング（歯で噛むことの大切さを教える）
・親子クッキング（野菜を使った子どもの好きなメニュー　季節の行事にまつわる家族で楽しめる料理　ひな祭り・七夕）な
　ど
・子供の嫌いな野菜を美味しく食べる調理実習
（市内各小学校，中央公民館，近隣センター，柏保健センター，保育園，発達支援学級での調理実習など多数）

090-1059-2738
yuko-ose@jcom.home.ne.jp
yose-601219@docomo.ne.jp

メールか電話でご連絡ください。
ご提示ください。
予算内で調整いたします。

【講演、講座分野（その他詳細）】
・発酵、日本の伝統食文化

【関連ＵＲＬ】
https://www.facebook.com/ose.yuko
https://kouji-bunka.com

●食育、発酵のお話～講演・調理実習・レシピ紹介
●食にまつわることリクエストください。相談しなが
　らご希望に合わせてご提案いたします。
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11

・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・子どもの健全育成（非行防止）
・その他

おやいく（親育）を考える会代表 花香 健司

「教育のスタートは家庭教育」～子育て、地域づくりという視点から～学校支援、家庭教育の重要性を訴える。（酒井根東小、
田中地区4校、手賀地区3校、手賀の丘幼稚園、柏地区保護司会、千葉市生涯学習センターほか）（家庭教育学級や小グループ
も可）
※コロナウイルスの感染防止の為、令和2年4月から12月まで活動中止

電　話：090-7826-2084
ＦＡＸ：047-345-4828

左記連絡先までご連絡下さい。
申込み団体・グループとの相談で決
定（0～20,000円以内）

12
・家庭教育の大切さ
・子どもの人権
・その他

・流山市スクールカウンセラー
・家族相談士
・公認心理師
・野田市家庭子ども総合支援課カウンセラー
・特別支援教育士ＳＥＮＳ

鈴木 みどり
家庭教育（子育ての仕方・しつけのあり方等）について、身近にあるテーマを設定し、保護者と教員が課題を共有する。（平成
24年柏二小ＰＴＡ、富勢西小ＰＴＡ、柏市ＰＴＡ連絡協議会研修会）

090-5572-9134
midorinikoniko423@gmail.com

メール又は電話 ご相談下さい。
【講演、講座分野（その他詳細）】
・虐待防止（ＤＶとの関連）

13

・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・子どもの人権
・子どもの健全育成（非行防止）

・グループＳＥＣ（地域で性共育つくる会）
　代表
・柏わらべうたの会代表
・デートＤＶ防止プログラムファシリテーター
・思春期相談士

木野 麗子

●命と性と人権
・「命の誕生・プライベートゾーン」（親子向け）
・「わたしの誕生・プライベートゾーン」（児童向け）
・「思春期の性と健康／性の自己決定権／性の多様性（セクシャルマイノリティへの理解）」（生徒、教師、保護向け）
●デートＤＶ防止プログラム（中学生、高校生、大学生）
・ＤＶをする人にもされる人にもならない、お互いを尊重する対等平等な関係づくり；ロールプレイやグループワークの実践
　から学ぶ
・ＳＤＧｓの実現に向けて、ジェンダー平等な社会へ
●市民と共に向き合う「ＤＶ家庭と児童虐待」（柏市男女共同参画フォーラム分科会や研修講座）
●女性も男性も生きやすいジェンダー平等を学び合うトーク・ミーティング（地域の子どもの文化研究会や子育てファザー牧
　場等）
◆子育てスキルの宝庫”わらべうた”遊び（親子）（柏市立子ども図書館、市内各保育園にて）

電　話：04-7139-5449
ＦＡＸ：04-7139-5449
kinomama@jcom.home.ne.jp

電話またはメールでお問合せくださ
い。

ご相談下さい。

ＳＥＣ結成以来、2003年ごろから地域、小学校・Ｐ
ＴＡなどで親子向け´性共育´活動を続けている。
平成23年度柏市協働提案事業で市立中学校10校に
「デートＤＶ防止プログラム」を実施以来、毎年”柏
市愛らぶ基金”支援事業で継続中。
2015年国連サミットで採択されたＳＤＧｓにより、
地域環境問題や社会の貧困・暴力・不平等などに世界
中で取り組むためジェンダー平等が主流化されたこと
を踏まえて各プログラムに取り組みます。

14
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達

・親業訓練シニアインストラクター
・産業カウンセラー
・家族相談士

藤井 由美子

良い親子関係や人間関係は、日々のコミュニケーションにより築かれていきます。子どもや相手の話をどのように聞いたら良い
のか、自分の気持ちをどのように伝えたら良いのか、「聞き方」「伝え方」を体験学習しながら身につけます。またゲームやス
マホの問題を親子で話し合いながら解決する方法は、親にとっての強い味方になります。さらにしつけの悩みも、親の価値観を
見直すことでスッキリ解決します。
親業訓練講座は1回3時間、全8回の24時間のプログラムです。
講演は分かりやすく、ためになるとご好評を頂いています。日々のコミュニケーションに心をこめることの大切さを、私も心を
こめてお伝えしたいと思います。
千葉県内では、千葉市で親業訓練入門講座の講師を5年間務めたほか、柏市を中心に千葉県内、東京都、埼玉県、栃木県、群馬
県などに於いて家庭教育講座の講師をしています。

peace@hotcom.info
お問合せはメールでお願い致しま
す。

ご相談下さい。

講演会ではロールプレイを体験して頂き、「話を聞く
だけではなく、実感できた」とご好評を頂いておりま
す。より良い関係を築くコミュニケーションを、わか
りやすく、楽しくお伝えします。

15
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達

・勇気のおうち　勇気づけ親子心理学講師
・アドラー心理学ＥＬＭ講師
・リトミック講師

中西 香澄

【講演内容】
「叱るよりも、褒めるよりも子どもが伸びるアドラー心理学の勇気づけの子育て講座」子どもへの上手な伝え方、イライラとの
上手な付き合い方、夫婦での協力体制の作り方

【講演実績】
総合体育研究所保育士研修、育児サークル、発達障がいの子どもを持つ親の会など

090-9689-4660
hinadaiminataka@gmail.com

メールもしくは電話 ご相談下さい。

【関連ＵＲＬ】
http://ameblo.jp/famirhythm/entry-
12245858723.html

子どもの「困った」は親へのメッセージ、イライラす
ることなく心軽やかな育児へのポイントを、ワークで
体験しながらお伝えします。ご依頼の団体の必要にあ
わせた内容でご準備できますので、ご相談ください。

16 子どもの心身の発達
地域医療振興協会東京ベイ浦安市川医療セン
ター

神山 潤 早起きは健やかな成長のカギ
info@j-kohyama.jp
http://www.j-kohyama.jp/

info@j-kohyama.jp又は、ホーム
ページの「お問合せフォーム」に入
力してください。

ご相談下さい。

17
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・子どもの健全育成（非行防止）

・臨床心理士
・公認心理師
・保育士

佐藤 秀子

・心の根っこを育てる、命への信頼
・自尊心の高い子を育てるために
・愛着の大切さ、愛着障害
・子育ては妊娠中から

電　話：0289-63-5358
ＦＡＸ：0289-63-3215
manabiclione@bloom.ocn.ne.jp

電話、ファクス ご相談下さい。

18
・子どもの人権
・その他

CAP（キャップ）なのはな代表 小貫 松江

CAPとは、Child Assault Preventionの頭文字をとったものです。子どもがいじめ・誘拐・体罰・虐待・チカン・性暴力と
いった様ざまな暴力から自分の心と身体を守るための暴力防止のための予防教育です。

子どもを暴力から守るためには、学校・家庭・地域のおとなの協力体制が不可欠です。そのために、子どもとおとなが暴力につ
いて共通理解して、話せる環境作りをします。おとなには子どもを支援する方法を伝えます。
2019年までに、こども　976回/26,030人　おとな　457回/15,213人　にCAPを届けました。
柏市社会福祉協議会登録団体
＜助成実績＞
パルシステム市民活動助成・ドコモ市民活動助成・柏市社会福祉協議会地域課題助成

070-6513-7087
capnanohana2001@yahoo.co.j
p

電話又はメールでお問合せ下さい。
資料をお送りいたします。

プログラムの種類
＊おとな向け（保護者・教職員・地
　域）120分 ３万円
＊子ども向けは5つのプログラム
①小学生
　90分 クラス単位 2万円
②就学前
　50分×3日間 クラス単位 3万円
③中学生
　100分×2日間 ご相談ください
④障がいのある子ども向け
　ご相談ください
⑤児童養護施設プログラム
　ご相談ください

【関連ＵＲＬ】
https://www.facebook.com/capnanohana

アンケートより
（おとな）
自分が子どもの頃にこのCAPワークショップを受ける
ことができていたら良かったのに、と思いました。怖
い思いをしても親にも告げられず、苦しみました。我
が子には本日の教えを伝えます。
（子ども）
劇を実際やっていると、どうすると良いのかもっとよ
く知ることができました。みんなの力を借りること
で、自信を持てるという事も分かりました。楽しい時
間をありがとう。

19 子どもの健全育成（非行防止） 柏市教育委員会　少年補導センター 子どもを取り巻く犯罪事情ほか（市内小中学校にて児童生徒向け、保護者向け） 04-7164-7571 電話 無料
【関連ＵＲＬ】
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/285000/p
001567.html

20 その他 農民連食品分析センター主任研究員 八田 純人
・食卓の裏側を分析すると
・遺伝子組み換え食品を考えよう

電　話：03-3959-5660
ＦＡＸ：03-3959-5660

左記連絡先までご連絡下さい。
10,000円～
開催の規模などで対応します。

【関連ＵＲＬ】
http://earlybirds.ddo.jp/bunseki/index.html

食卓にのぼる食品の簡単な実験などから食と農を考え
るお話。
Webでの対応も可能です。



項
目

講演、講座分野
団体名または
肩書きなど

名前 講演、講座内容の概要・実績等 連絡先 申込方法 講師料 備考

21
・子どもの心身の発達
・その他

日本野菜ソムリエ協会認定　野菜ソムリエ上級
プロ

吉野 利奈
野菜ソムリエの美味しい野菜教室。食育講習会＆講演会。野菜を食することを苦手とする子どもたち。不足しがちな野菜を上手
にとるコツを実践を交え教わる。（平成23年花野井小ＰＴＡ）

090-2763-0098 電話でお問合せ下さい。 電話でお問合せ下さい。

22 子どもの心身の発達
・オーソモレキュラーアカデミー認定　分子栄
　養学アドバイザー
・看護師

石松 紗代子

【講座内容】
・かみかみセミナー（咀嚼の話）
・幼児食、離乳食の話
・子どもを幸せにする食習慣（2月～）

【講演実績】
・少人数制のお話会
・育児サークル
・個別相談

080-1827-0582
pakunicoco@gmail.com

メールまたはお電話
ブログからラインでやりとりも可能
です

ご相談下さい。

【関連ＵＲＬ】
https://ameblo.jp/akachan-homon

栄養という視点を増やし，子育ての楽しみを増やしま
せんか。
パクッと食べてニコッと笑う！楽しく簡単に栄養を補
い子どもの心と体の成長を応援しています。

23
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達

HOCORUセルフエスティームタッチケア協会
ベビー・チャイルドマッサージ，マタニティベ
ビマセラピスト

與田　亜弥

【講座内容】
・乳幼児，思春期，大人と年齢に応じたタッチケア講座
・親子のミスコミュニケーションを埋める触れ合いの話
・立派なママよりHappyなママになるお話し会

【講演実績】
・ココロオドルとして定期活動
・帯広市乳幼児学級
・プレ幼稚園
・子育て支援センター
・小学生以上を対象とした親の勉強会　など

090-7478-5474
kokoroodoru0909@gmail.com

メール、お電話、ブログ記事内のお
問合せフォームからご連絡ください

時間・人数やご予算に合わせて臨機
応変に対応致します。

【関連ＵＲＬ】
https://ameblo.jp/kokoroodorukibun
うまくいかない子育てはいつからでも変えることがで
きます。「一生もののスキルを学ばせてもらいまし
た」「子どものことが可愛く思えるようになりまし
た」とご感想を頂いています。
ポジティブ心理学講師として，親子の関係づくりの講
座なども可能です。
詳しい情報は「松戸・ポジティブ心理学」で検索して
いただけるとうれしいです。

24
・家庭教育の大切さ
・子どもの心身の発達
・その他

モラロジー道徳教育財団生涯学習講師及び教育
相談員
（元）柏市立中学校　心の相談員
（元）私立麗澤中高等学校　スクールカウンセ
ラー
産業カウンセラー
教育カウンセラー

細野　眞紀

・都道府県各地の教育委員会主催による生涯学習セミナーに出講
　「心が人生をつくる」「家庭教育の大切さ」
・栃木県鹿沼市教育委員会及び家庭教育振興会主催の家庭教育講演会に出講
　「思いやりの心を育むには」
・カウンセリングセミナーに出講
　「生活に生かす傾聴力」

makihosono@outlook.jp メールにて受け付けます。 ご希望に添えるようお応えします。
ご希望されるテーマ・内容に即してお応えできますよ
う最善を尽くします。

25
・子どもの心身の発達
・その他

国家資格キャリアコンサルタント
人材開発コンサルタント
チャイルドコーチングアドバイザー
Coco-iku認定SPトランプインストラクター

間野　祐子

〔キャリアを豊かに〕
〇子どもの自律の力を引き出すサポーターになろう
　自律・主体性を高め，良きサポーターになることを目指します。
　ワークを通して体感し，「知っている」から「できる」，体得講座です。
（傾聴スキル／伝えるスキル／怒りの感情理解など）

〇自己理解・目標設定講座
　「今の自分」を見つめ主体的に目標を決めて実行へ。
　“なんとなく心の中にある”ことを言葉にするのは難しいと感じることもあります。問いかけに答えながら気持ちを整理し自
己理解を促します。実践型コミュニケーション講座です。

090-1031-9667
y.bon611@gmail.com

メールまたは電話にてご連絡くださ
い。

人数，内容によりご相談ください。

【関連URL】https://mom-hands.com

子どもたちが自分で考えて行動できるようなサポート
は，10年後の子どもたちの未来にもつながります。
保護者同士の対話を通して，安心したり，気持ちが
スッキリする，そして子育ての道しるべを見つける，
そんな場を目指した講座です。


