
月 日付 内容 場所 対象者・人数

９（月） プレママミーティング ミラクル赤ちゃん 市民活動センター 妊婦２名、会員４名

９（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんとのかかわり方 市民活動センター
0ヶ月～１2か月くらいまでの親
子：0組　会員４名

１６（月） 総会 市民活動センター 会員　８名

２７（金） 安産のためのお灸講座 事務所 妊婦１名　会員３名

４（金） 産後ケア会議 事務所 会員７名

１４（月） プレママミーティング 母乳？ミルク？混合？ 市民活動センター 妊婦3組、会員５名

１４（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんのスキンケア 市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子4組、会員４名

２４（木） 定例会 事務所 会員３名

２７（日） 市民活動センター 会員３名

２８（月） アラフォーママの集い 市民活動センター
未就園児の子を持つ４０歳前後
のママ12名　妊婦１名、子１４
名、会員６名

２８（月） プレママミーティング バースプラン 市民活動センター 妊婦３名、会員３名

７（木） 定例会 事務所 会員７名

１２（火） 産後ケア施設見学 産後ケア事業の実際 虹色びれっじ 会員２名

１８（月） プレママミーティング 赤ちゃんのお風呂 市民活動センター ０組　会員５名

１８（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんの食事 市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子7組　会員６名

２７（水） 産後ケア会議 事務所 会員５名

５（木） 定例会 事務所 会員５名

１６（月） プレママミーティング ミラクル赤ちゃん 市民活動センター 妊婦４名、会員６名

１６（月） 孫育て講座 市民活動センター 祖母１名、会員６名

２２（月） 市民活動センター 一般３３名、会員９名

２７（金） 安産のためのお灸講座 事務所 妊婦２名、会員3名

３０（月） プレママミーティング 母乳？ミルク？混合？ 市民活動センター
妊婦5名、保健師見学1名、学生
5名、会員5名

３０（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんを守るために
（いざという時の備え）

市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子4組、学生4名、保健師見学
1名、会員5名

６（月） プレママミーティング バースプラン 市民活動センター
妊婦2名　学生4名　会員3名

６（月） アラフォーママの集い 市民活動センター
未就園児の子を持つ４０歳前後
のママ7名、子8名、学生3名、
会員3名

２０（月） プレママミーティング 赤ちゃんのお風呂 市民活動センター
妊婦3名　祖母2名　学生4名
会員5名

２０（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

卒乳ってなぁに？ 市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子3組、学生4名、会員5名

２５（土）
「伝える」から
「伝わる」には

寄附のゼミナール ウインクあいち 会員３名

５（水） 産後ケア会議 事務所 会員５名

６（木） 定例会 事務所 会員６名

６（木） 産後ケア施設見学 ははのわ 会員３名

１７（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんとのかかわり方 市民活動センター
0ヶ月～12か月くらいまでの親
子5組、会員４名

１７（月） プレママミーティング ミラクル赤ちゃん 市民活動センター 妊婦２名、夫１名　会員４名

１９（水）
相手に伝わる
パワーポイントづくり

寄附のゼミナール ウイルあいち 会員２名

２８（金） 会員学習会
妊娠中のカップルのための共
感セッション

市民活動センター 会員11名　非会員1名

４（木） 定例会 事務所 会員６名

８（月） 産後ケア会議 事務所 会員６名

２６（金） 安産のためのお灸講座 事務所 妊婦1名　会員3名

２９（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんのスキンケア 市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子5組　学生４名、会員５名

２９（月） プレママミーティング 母乳？ミルク？ 市民活動センター 妊婦１名、学生４名、会員４名

３０（火） 寄附のゼミナールプレゼン 豊田東高校 学生28名？　会員２名
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月 日付 内容 場所 対象者・人数

１（木） 定例会 事務所 会員６名

５（月） プレママミーティング バースプラン 市民活動センター
妊婦2名、夫1名、学生4名　会
員5名

５（月） アラフォーママの集い 市民活動センター
未就園児の子を持つ４０歳前後
のママ18名　子21名　学生4
名、会員５名

８（木） 寄附のゼミナール結果発表 豊田東高校 学生28名？　会員２名

１９（月）
みんなの子育て
おしゃべり会

赤ちゃんの食事 市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子：8組　学生4名、会員4名

１９（月） プレママミーティング 赤ちゃんのお風呂 市民活動センター
妊婦2名、夫1名、学生4名　会
員4名

２０（火） 産後ケア会議 ほっとかん 会員５名

２１（水） プロボノ相談（NPO法人） 市民活動センター 会員２名

６（木） 定例会 事務所 会員７名

９（日） 産後ケア研修第１弾 産後うつ学習会 市民活動センター 会員9名　非会員9名

１１（火） 産後ケア会議 事務所 会員４名

１７（月） プレママミーティング ミラクル赤ちゃん 市民活動センター 妊婦１名、会員２名

１７（月）
みんなの子育て　　　お
しゃべり会

赤ちゃんを守るために
（いざという時の備え）

市民活動センター
0ヶ月～１２か月くらいまでの
親子５組、会員３名

２０（木） プロボノ相談（チラシ） 市民活動センター 会員２名

１０（木） 定例会 事務所 会員７名

１４（月） プレママミーティング 母乳？ミルク？ 市民活動センター 妊婦２名、夫１名　会員５名

１４　(月）
みんなの子育て　　　お

しゃべり会
卒乳ってなぁに？ 市民活動センター

0ヶ月～１２か月くらいまでの

親子：20組　会員５名

１７（月） プロボノ相談（チラシ） 市民活動センター 会員１名

２４（木） 産後ケア研修第２弾 産後ケアの実践 市民活動センター 会員10名　非会員８名

２４（木） 産後ケア会議 事務所 会員５名

２５（金） ゆうゆうダブルエッグ話し合い 志賀子どもつどいの広場会員３名

２５（金） 安産のためのお灸講座 事務所 妊婦2名　会員３名

２７（日） クラウドファンディング 市民活動センター 会員１名

７（木） 定例会 事務所 会員５名

４（月） プレママミーティング あなたのバースプランは？ 市民活動センター
妊婦2名、会員3名

４（月） アラフォーママの集い 市民活動センター
未就園児の子を持つ４０歳前後
の母子6組　会員7名

１５（金） 産後ケア会議 事務所 会員４名

１６（土） 多胎パパママ教室 豊田市講師派遣 市民活動センター
多胎妊婦とその家族：10組　会
員4名　他

１７（土） 産後ケア見学 日進市りんりん事業報告会 会員２名

２４（土）
出産前の夫婦のきずなを
深めるセッション

市民活動センター
妊娠中のカップル3組　会員７
名

７（木） 定例会 事務所 会員５名

１３（水）
子どもに伝える性といの
ちの話

愛知県助産師会事業 市民活動センター 会員6名　非会員21名

１８（月） 産後ケア研修第３弾 家庭訪問時の接遇マナーについて学ぼう！ 市民活動センター 会員9名　非会員1名

１８（月） 産後ケア会議 事務所 会員4名

2月

3月

11月

12月

1月


