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子どものいる未来・

いない未来

#不妊治療について知りたい

#男性不妊の治療・検査について知りたい

#治療にいくらかけても大丈夫？

#不育症って？

不妊・不育に関する不安やつらさを抱えていませんか

このイベントをとおして、子どもがいる・いないにかかわらず、

これからの人生を自信を持って歩んでいくためのヒントを探してみませんか

安心して、不妊・不育の悩みを話し、相談できる場です。

誰にでも話せる悩みではないからこそ、ひとりで抱え込まないで、まずはお電話ください。

https://www.funin-osaka.jp/

おおさか不妊専門相談センター事務局

TEL 06-6910-1310

（受付時間）
火～金 13：30～18：00／18：45～21：00
土・日  9：30～13：00／13：45～18：00

お問い合わせ MAP

主催

交通

〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号

●京阪•Osaka Metro谷町線
「天満橋」駅①番出入口から東へ約350m
●JR東西線「大阪城北詰」駅②号出入口から西へ約550m
●大阪シティバス「京阪東口」からすぐ

◎立体駐車場あり（有料）

おおさか不妊専門相
談センターは、大阪
府立男女共同参画・
青少年センター（ドー
ンセンター）に設置し
ています。

相談時間

（第5 水・金曜日 平日祝日 年末年始は除く）

第1 ・ 3 水曜日
第2 ・ 4 水躍日
第1～4金曜日
第4　 土曜日

10：00～19：00
10：00～16：00
10：00～16：00
10：00～16：00

※休室日：毎週月曜日　祝日（土日除く）年末年始

電話相談

専門相談員が対応
「不妊・不育について知りたい」、「治療について

聞きたい」、「子どものいない生活や、家族との

あつれきなど相談したい」…あなたの人生をトー

タルにとらえて、専門の相談員（助産師）が相談

をお受けしています。

相談時間

（第5 水・金曜日 平日祝日 年末年始は除く）

第1 ・ 3 水曜日
第2 ・ 4 水躍日
第1～4 金曜日
第 4 土曜日

10：00～19：00
10：00～16：00
10：00～16：00
10：00～16：00

相談専用電話 TEL 06-6910-8655

サポート・グループ
～思いを語り合う場～

同じような悩みや経験をもつ当事者が集

まり、不妊や不育について話し合っています。

「同じような立場の人と出会いたい」、「こん

な悩みを抱えているのは私だけ？」、「他の

人はどうしているの？」…そんな方々のため

のグループです。自由で安心して話せる場

をつくるために、ファシリテーター（進行役）

として助産師が入ります。定期的に開催し

ています。

不妊カウンセリング

ひとりで抱えがちな不安や悩みを、専門カウ

ンセラーがお聴きします。心の整理のお手伝

いをしつつ、「自分らしく決める」ことをサ

ポートします。必要に応じて様々な情報提供

も行います。

講座・セミナー

不妊・不育に関する様々なテーマで、講座・セミナーを開催しています。

第 4  土曜日 14：00～17：00

面接相談

治療のこと、薬や検査のこと等、女性の

産婦人科医師が面接で相談をお受け

します。助産師も同席します。

1組（30分）× 4組

晩婚・晩産化が進み、不妊に悩むカップルは5.5組に1組と言われています。

不妊や不妊治療という体験は、ご本人にとってはとてもつらい体験です。

しかし、自身の不妊経験をネガティブな体験としてだけとらえるのではなく、自分の人生の大切

な一部として肯定的にとらえていただきたいと思っています。

本イベントでは、様々なテーマのセミナーや、体験談など、多様なコンテンツの動画を配信いた

します。オンラインでの個別相談も実施します。

子どもがいる・いないにかかわらず、おふたりがこれからの人生を、自信を持って歩んでいただ

くために、本イベントが少しでもお役に立てることを心より願っています。

また不妊・不育に悩む当事者への支援を行っておられる関係者の方々にとっても、役立つ情報と

なれば幸いです。

主催者メッセージ

https://www.funin-osaka.jp/event2021

https://www.dawn-ogef.jp/

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団

（ドーンセンター）

企画・運営

#不妊・不育を体験した人の話を聴きたい

#AIDについて知りたい

#養子・里親制度について知りたい

#流産・死産のつらさを聴いてほしい

12 .１ 21水 火

イベント特設サイト

予約制

予約制

～ふたりで考える、ふたりのこれから～

開催期間

不妊
・不育に悩むカップルと支援者のためのWEBイベント2021

相談時間

相談時間

毎　月 第1土曜日
偶数月 第3火曜日
奇数月 第3火曜日

13 :00～17:00
16:00～20:00
13 :00～17:00

1組（50分）×4組/日



本WEBイベントでは、様々なテーマの「講座・セミナー」や「当事者の体験談」の動画配信、

またオンラインによる「個別相談」等をお届けいたします。

生殖補助医療の現状と課題

（大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学教室

教授）

日本産科婦人科学会理事長でもある木村先生より、

日本の生殖補助医療の現状と課題について学び

ます。

呼吸法と簡単なポーズで心身ともにリラッ

クスしましょう。

講師 ： 木村　正

基調講演

（HORACグランフロント大阪クリニック部長）

不妊・不育治療の最前線に立つ産婦人科医師よ

り、治療の基礎知識から最新情報について学び

ます。

講師 ： 浅井　淑子

（FPオフィスみのりあ代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者)

不妊治療の経験があるファイナンシャル・プラン

ナーとともに、これからの人生を視野にいれた

治療のマネープランについて考えます。

講師 ： 宮野　真弓
（公益社団法人家庭養護促進協会ソーシャルワーカー）、

里親経験者

不妊カップルが親になるもう一つの選択肢である

「里親・養子」について、家庭養護促進協会の担当

者より制度について学ぶとともに、特別養子縁組に

よって母となった方の体験と現在の思いを聞きます。

講師 ： 和田　靜

インタビュー：AIDで生まれた当事者
インタビューワー：才村　眞理（同上）、

森　和子（文京学院大学教授）

AIDの現状と課題について学ぶとともに、AID

で生まれた当事者の声を届けます。

講師 ： 才村　眞理

AIDをめぐる動向を踏まえたうえで、

LSWの実践方法について学びます。

講師 ： 精子・卵子の提供により

　　　生まれた人のためのＬＳＷ研究会

（帝塚山大学元教授）

Zoomを利用したオンラインの個別相談（無料）です。

※なお、「個別相談」について予約枠を超えるお申込みがあった場合は、
お断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

お申込み専用フォームへの入力

仮受付のお知らせ（自動返信）

当センターからの受付完了のお知らせ

01

ヨガでリラックス

（NPO法人ヨガ振興協会認定講師）

講師 ： 猿渡　美穂

顔写真

「講座・セミナー」、「当事者の体験談」、「個別相談」のご利用を

希望される方は、下記本イベント特設サイトのお申込み専用フォーム

からお申込みください。

当事者の体験談

個別相談

セルフケア

民間団体の活動紹介

（NPO法人Fine）

お申込みの手順

講座・セミナー 要申込

要申込

ごあいさつ 基調講演

要申込
（先着順）

02

03

◆

瞑想を使ったマインドフルネスで、脳を休め

心を整えましょう。

マインドフルネスで心を整える

（豊見城中央病院臨床心理士／公認心理師）
講師 ： 平仲　唯

◆

NPO法人Fine
現在・過去・未来の不妊体験者を支援する自助

団体です。

周産期グリーフケアはちどりプロジェクト
周産期に生じるあらゆる喪失に伴う深い悲し

みへの理解と、温かい寄り添いが当たり前に

届く社会を願い、当事者と医療者が対等に協

働しながら、様々なグリーフケア啓発活動に取

り組む団体です。

公益社団法人家庭養護促進協会
様々な事情で親に育てられない子どもたちの

ための里親開拓運動を50年以上にわたって

展開している団体です。

株式会社エムティーアイ
ライフステージや悩みにあわせて女性の一生

をサポートする健康情報サービス「ルナル

ナ」を運営している企業です。

◆

◆

◆

◆

不妊の当事者の体験談　
不妊治療を経て、ふたりの人生を選択した当事者の体験談です。

男性不妊の当事者の体験談
男性不妊で子どもを授かった当事者の体験談です。

◆

◆
本イベントの開催について

（大阪府健康医療部保健医療室地域保健課長）

對馬　英雄

ごあいさつ◆

（大阪急性期・総合医療センター泌尿器科主任部長）

泌尿器科の生殖医療専門医より、男性不妊治療・

検査の最新知識について学びます。

講師 ： 高尾　徹也

男性不妊治療・検査の最新知識◆不妊治療の基礎知識
～ファーストステップ＆ステップアップ～

◆

不妊治療とお金の話2021◆

ＡＩＤで生まれるということ◆

実子以外の選択肢『里親』を考える◆

精子・卵子の提供により生まれた人への
サポートを考える
～ライフストーリーワーク（ＬＳＷ）の実践方法～

◆

◆

不育の当事者の体験談　
不育の経験を経て、子どもを授かった当事者の体験談です。

◆

NPO法人Fineピアカウンセラーによる
不妊・不育に関するピアカウンセリング
個人対象（45分／回）×４人、カップル対象（60分／回）×２組

ファイナンシャル・プランナーによるマネープラン相談
１組（90分／回）×６組

男性医師による男性不妊相談
１組（30分／回）×４組

周産期グリーフケアはちどりプロジェクトの
当事者グリーフケアアドバイザーによる
流産・死産経験者のための心のケア相談
１組（60分／回）×６組

家庭養護促進協会による里親・養子縁組に関する個別相談
１組（30分／回）×６組

専門家による非配偶者間人工授精で家族を持とうと考えている
夫婦・それによって子どもを育てている夫婦のための心理社会
的相談
１組（60分／回）×６組

大阪府・市担当者による不妊治療費助成制度に関する相談
１組（30分／回）×６組

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

https://www.funin-osaka.jp
/event2021/contact/

お申込み専用フォーム

要申込




