第９回 NP（Nobody’s Perfect／完璧な親なんていない）フォーラム in いしかわ
ＮＰフォーラム in いしかわ

●NP プログラムとは…？●
子育てに正解はないと言うけれど
「これでいいのかな？」
「もう！どうして！」
と不安になったりイライラしたり、
SNS でやりとりしてもスッキリしない。
「世界中で自分はひとりぼっちだ…」
そんな悩めるママ達をしっかりと支えるのが
カナダで開発されたこの NP プログラム！
日本でも各地の自治体等で
実施されています。

NP のスキル・経験を共有しましょう！
子育て中のママ・パパさん達へ
この機会にぜひ NP を知ってください！
行政・子育て支援者の皆さんへ
NP の有効性を実感してください！

NP ファシリテーターの皆さんへ

●対象●
●日程●

参加費

NP ファシリテーター
受付 12:45～
分科会 13:30～16:30

※当日は NP のテキストをお持ちください。

第１分科会

第２分科会

対象

プログラム実施０～3 回の方

プログラム実施４回以上の方

担当

<NP トレーナー>
黒田奈々・池谷貴子

<NP トレーナー>
長澤恵美・高見知日子

報告会 16:50～
終了 17:20

※各分科会活動の「発表とまとめ」を行います。
時間 18:00～

参加費 \5,000

分科会での学びを肴に地酒で乾杯! もちろん美味しいお料理もあるよ～ん。

●対象●
●日程●

子育て支援関係者、行政関係者、一般
参加費
受付 08:45～
開会 09:20～
第 1 部 09:30～ 講演１「NP プログラムの基本フレームと効果」
CCC 理事長・NPNC 認定ＭＴ・臨床心理士 神村富美子 氏
講演２「石川県でのプログラム展開例 」
NPNC 認定Ｔ・石川県立看護大学 教授 西村真実子 氏
第 2 部 10:20～ パネルディスカッション (進行／神村富美子 氏・西村真実子 氏 )
報告 「子育て中の親の SNS の利用状況」
CCC 副理事長・常葉大学 准教授・臨床心理士 柴田俊一 氏
討論 「だからこそ NP を！」
NP ファシリテーター・NP プログラム体験者(親)ほか
閉会

主催

12:00

NP フォーラム in いしかわ実行委員会、公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団、Nobody's Perfect 日本センター
◆◆◆ 会場アクセス・申込方法等の詳細については裏面をご覧ください。 ◆◆◆

金沢駅『鼓門』を皮切り
に、金沢の台所『近江町
市場』、北陸一の繁華街
『香林坊・片町』
、日本 3
名園のひとつ『兼六園』
＆『金沢城址』
、 さらに
『金沢 21 世紀美術館』
、
なぜかしら名パティシエ
辻口さんの味が楽しめる
『県立美術館』など、
周囲には見どころ満載！
てみまっしね。

●会場アクセス
金沢歌劇座（〒920-0993 石川県金沢市下本多町 6-27）
◆小松空港
・
「金沢駅」行／「金沢駅西口（終点）
」下車（約 40 分）→ 駅東口へ
◆JR 金沢駅
・北陸鉄道バス（金沢駅 東口 バス 3 番のりば
「東部車庫」
「金沢学院大学」行／「本多町」下車 (約 20 分)
・城下まち金沢周遊バス（金沢駅 東口 バス 7 番のりば）
「本多町」
バス停からは
「本多町」下車（約 20 分)
徒歩 1 分
・まちバス（金沢駅 東口 JR バスのりば） ※土日祝のみ運行
「本多町」下車 (約 20 分)
・JR 金沢駅 東口 から約 15 分

金沢
市役所

◆北陸自動車道
・富山方面から／金沢東インター出口（約 25 分）
・福井方面から／金沢西インター出口（約 20 分）

歌劇座

金沢駅
<東口>

近江町
市場
近代
文学館
しいのき

迎賓館

21 世紀
美術館

金沢城址

●バス亭

※使用施設の有料駐車スペースには限りがありますので、
なるべく公共交通機関をご利用下さい。
駐車場料金…1 台当り初めの 1 時間 250 円、以後 30 分につき 150 円
（満車の場合は金沢市役所など近隣の有料駐車場をご利用ください。
）

●申込方法

<西口>

新幹線効果もあって当地
は只今ワイワイです。
宿泊先の確保はくれぐれ
もお早めに！

兼六園
県立
美術館

下記申込欄に必要事項をご記入のうえ、FAX もしくは郵送にて下記事務局まで送付してください。
（本チラシは、いしかわ子育て支援財団、CCC 各ホームページからでもダウンロードできます。
）
※併せて参加費の振込が確認でき次第、受付完了の旨を次のアドレスからメールで連絡差し上げます。
※「PC からの迷惑メール]等の設定制限をされている場合は、解除処理をお願いいたします。
※なお、概ね 10 日以内に連絡が届かない場合は、必ず事務局にご確認ください。

受付完了連絡メールアドレス

npforum-ishikawa@i-oyacomi.net

●参加費の振込方法
参加費は、郵便局に備え付けの払込取扱票（青色）にご記入のうえ、下記口座にお振り込みください。
（恐れ入りますが振込手数料はご負担願います。
）

ゆうちょ銀行振替口座
加入者名

●申込〆切

００７１０－７－１０１４９１
NP フォーラム in いしかわ実行委員会

平成 28 年 5 月 31 日（火）

※先着制にて受付。定員に達し次第締め切ります。

●託 児 室

7/3 のシンポジウムでは託児室（事前予約制）を設けます。受入数やお預かりするお子さんの年齢(月齢)
には制限がありますので、ご利用を希望される方はお早目に下記事務局まで直接お問い合わせください。

●申込欄

参加希望項目に
（スキルアップ研修参加の場合は分科会にも）
○印をつけ、
参加費の合計額(振込額)もご記入ください。
領収書が必要な場合は、該当の右欄に○をつける他、備考・通信欄に宛名を添えてお知らせください。
NP ファシリテーター所属先

(ふりがな)

おなまえ

CCC

ご住所
（資料等送付先）

KKI

NP プログラム実施回数

CFRC

回

〒

TEL

メールアドレス
参加費
参加
希望
項目

7/2(土) スキルアップ研修
7/2(土)

灼熱の 懇親会

⇒

分科会は

第１

第2

領収書希望

\3,000

を希望します！

という名の『裏フォーラム』 これが真のいしかわ大会だっ！(ホントか?)

7/3(日) シンポジウム

\5,000
－

－

合計
備考・通信欄

●お問合せ
申し込み

〒920-8201 金沢市鞍月東 2-1
公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団 内
TEL 076-255-1543
FAX 076-255-1544
URL http://www.i-oyacomi.net
NP フォーラム in いしかわ実行委員会 事務局
E-Mail npforum-ishikawa@i-oyacomi.net

