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  公益財団法人 秋山記念生命科学振興財団  

ネットワーク形成事業助成・企画書 

【2019年度・上期】 

 

記入日  2019年 ７月 11日 

 

プロジェクト名 産後の母たちの「体力回復・健康増進」を応援！ 

 

 

 

プラットホーム 

代表者 

フリガナ トラシマ シズカ 

役割 全体の統括 
氏    名 寅嶋 静香 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

理事 

・E-mail 

・携帯 

shizukatorashima@gmail.com 

080-6524-0684 

プラットホーム 

責任者 

フリガナ サイトウ ヒロコ 

役割 資金管理・マネジメント運営 
氏    名 齋藤 寛子 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

理事 

・E-mail 

・携帯 

Saitoh.hiroko@gamil.com 

090-8272-4326 

 

 

 

期   間 2019年4月1日  ～  2019年9月30日 

 

 

主たる 

 

 

プラットホーム 

 

 

メンバー 

 

 

フリガナ ミタニ アイ 

役割 
資金管理・運営マネジメント補

助・アウトリーチ活動補助 氏     名 三谷 愛 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

理事 

・E-mail 

・携帯 

aiandbaron@yahoo.co.jp 

09077772693 

フリガナ ヤマシタ ショウヘイ 

役割 運営マネジメント補助・助言 
氏    名 山下 翔平 

・所属団体 

・役職 

（社）リラ整形外科 

理学療法士スタッフチーフ 

・E-mail 

・携帯 

s.yamashita.0320@gmail.com 

080-3230-4257 

フリガナ ナカマル ダイスケ 

 役割 アウトリーチ活動支援 
氏    名 中丸 大輔 

・所属団体 

・役職 

WEBsite制作会社 emulsion  

代表 

・E-mail 

・携帯 

emulsion2014@gmail.com 

080-5519-5534 

 

 

 

 

mailto:aiandbaron@yahoo.co.jp
mailto:emulsion2014@gmail.com
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プラットホーム 

 

 

メンバー 

フリガナ シブヤ ヨウコ 

役割 運営マネジメント補助 
氏    名 渋谷 容子 

・所属団体 

・役職 

NPO法人ピーチハウス 

理事 

フリガナ サトウ チヅル 

役割 運営マネジメント補助・助言者 
氏    名 佐藤 千鶴 

・所属団体 

・役職 

NPO法人ピーチハウス 

理事 

フリガナ ツジモト トモヤ 

役割 運営マネジメント補助・助言者 
氏    名 辻本 智也 

・所属団体 

・役職 

NPO法人スポーツライフデザイン岩見沢 

代表 

フリガナ タキザワ カズキ 

役割 運営マネジメント補助・助言者 
氏    名 瀧澤 一騎 

・所属団体 

・役職 

（社）身体開発研究機構（PDR） 

代表 

フリガナ オバラ マキコ 

役割 運営補助 
氏     名 小原 万紀子 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

運動補助員 

フリガナ ナカムラ チエ 

役割 運営補助 
氏    名 中村 知恵 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

事務補助員 

フリガナ イシモダ ハル 

役割 運営補助（運動指導） 
氏    名 石母田はる 

・所属団体 

・役職 

NPO法人スポーツライフデザイン岩見沢 

運動指導員 

フリガナ サワサキ リカコ 

役割 運営補助（運動指導） 
氏    名 澤崎 里花子 

・所属団体 

・役職 

NPO法人スポーツライフデザイン岩見沢 

運動指導員 

フリガナ ツジ レナ 

役  割 
運営補助 

 氏    名 辻 玲奈 

・所属団体 

・役職 

ハハラボラトリー 

事務補助員 

フリガナ ツジムラ ミナ 

 役割 運営マネジメント補助・助言者 
氏    名 辻村 美奈 

・所属団体 

・役職 

（社）身体開発研究機構（PDR） 

社員 
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2019年度・上期の事業概要（目標、ネットワーク構築、課題を箇条書してください） 

■目標 

以下２点に集約致します 

１） 産後運動指導士の資格発行に向けた指導者育成講習会及び指導者資格試験を実施し，運動指導士の創出に努めます＋

産後の母らに向けた冊子作成をします．体力回復・健康増進を手軽に実施できるようなやさしい雰囲気の内容に仕上げます． 

→2019年8月に開催決定（8月11・12）．講習会用テキストの作成を7月までに完了させ，内容を講師陣で検討し合います（講

師は，産後の健康増進に関わってきた方々/エビデンスを構築してきた方々）．講習会プログラム作成も同時に進め，検討会

を実施します（7月中）．冊子は，プラットホームメンバー及び（株）みんなのことば舎さんと進め，12月上旬完成目標です． 

２） アウトリーチ活動を本格的に始動させ，一部PVを作成しながら，ＨＰの開設→運営へ＋ＰＲちらしを作成致します． 

→ＨＰに関しては，8月3・４にプラットホームメンバーと打ち合わせを実施し，今後のＨＰ運営について具体的な取り組みを決

めます．8月6にＰＲチラシの打ち合わせを実施し，その中でアジェンダを作成し，ＰＲ活動の基盤の一つを構築します． 

■ネットワーク構築 

以下2点に集約させていただきます． 

１） 現在実施している行政機関ネットワークの中でのさらなる強化を図るため，行政機関の方々とミーティング致します． 

→これまで札幌市を含めた 5都市において産後の健康運動処方展開を行ってきました．目標の２）をベースとしながら，ＰＲち

らしとアジェンダを基に，これまでネットワークを築いてきた行政機関とさらに強化を図るため，これまでの活動の報告及びア

ンケート調査で得られた内容の報告会などを実施する予定でおります（9月上旬：日時は後日決定）． 

２） 産後の運動指導士の方々の創出における，健康運動指導が行える場の確保に向けた，会合を開催し，産後の健康運動 

処方が提供できる場を，現在よりも増加させていくための，基礎固めをにトライします． 

→8 月に実施する，目標１）の産後運動指導者育成講習会の実施後，報告書を作成します．それをベースとし，健康運動指導

を行うことができる場の確保及び運動指導の循環の一つを形成するため，運動指導に携わる「場」をお持ちの方々との交流

会（会合）の開催を企画し，新たなネットワーク形成にチャレンジします．9月下旬予定です（日時は後日決定）． 

 

■課題とその解決策 

１） 札幌市１０区すべてに産後の母親に向けた（ハハラボラトリーのＰＲも含めた）リーフレットを配布させていただきた

いということ＋１０区の中の半数ほどの場所で，「健康のきっかけづくり」となる産後の健康増進を後押しする「体力回復

講座の実施」を実現させるということ 

→１０区すべてに，という課題は難しいと感じています．しかしながら，行う事が既にできている区においては，リーフレ

ットを積極的に受容して下さり，かつこの健康講座がいかに当事者の産後母らにとって重要か，を認識してくださってい

ます．今後はアウトリーチ活動と共に，健康講座の趣旨が明確に伝わるような形態を伝達していくべきと考えます． 

２） ハハラボラトリーの中での役割分担を明確にすることです． 

→子育て真っ最中の母親たちが集まっている団体でもあるため，まだまだお子様の体調や精神状態の状況，あるいは

学校環境によって業務が滞りなく行われる，ということができない月日もあります．今後プラットホームメンバーの方々

に介入していただいたり，新たなメンバー創出をすることで，定期的な運営の持続をよりスムーズにしたいと考えます． 

 

■アウトリーチ活動 

＊ホームページ開設及び定期的な運営に向けた役割分担の明示 

→目標２）でも記載しましたが，ＨＰを新たに開設し，これまで以上の内容発信や情報提供を行っていく予定です． 

これまでは，いわゆる「フェイスブックのみ」による発信にとどまっていました．このフェイスブックに登録をしていない

方々へは，情報がほぼ届かないという状況に陥ってしまいます．今回，新たにＨＰを作成することによって，ここから定

期的な運営→講座実施の内容を少し充実した形でお届けすることが可能となると思われます．そして，より広範囲な形

で「産後のお母様方への健康増進・体力回復の後押しをしている団体である」ということを認識して頂けるのではない

かと考えます．さらに今回の財団様の支援に関する内容等を，発信したいと思います。 

＊ＰＲ活動を本格化する上での基盤づくりとなるＰＲちらしの作成 

→目標２）でも触れましたが，今後下半期～2019 年度にかけて，ハハラボラトリーのＰＲ活動をこれまでよりもアクティ

ブに行うため，ＰＲのためのわかりやすいＡ４ちらし（1 枚）を作成することにいたしました．専門でこのようなＰＲ活動を

行っていらっしゃる方へ事前にお願いをし，8 月 6 日に取材を受ける運びとなりました．ハハラボラトリーの活動を詳細

に聞き取りし，それをもとにイラストと文章でＰＲチラシを作製してくださるとのことです． 
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2019年度・上期のスケジュール概要 

  実施項目（月単位で箇条書きにしてください） 到達目標（月単位で箇条書きにしてください） 

◆４月； 

・リーフレットを３０００部印刷する運びとなり，目標を無

事達成することが可能となった． 

・８月の産後運動指導士講習会の開催も決定したため，

順調にネットワーク形成が（この講習会に関わる数種の

団体との交流）培われ，目標達成に至った． 

・託児補助等でご協力頂いている方々からもリーフレッ

トの印象調査や，講座運営に関しての課題や良い点な

どの聞き取り調査を行う事ができ，講座運営に関しての

新たな改善点や付加をする点など，視点が広がる結果

につながった．５月～６月に開催する講座に向けての

脚がかかりとなる者であったと考える． 

◆５～６月；」 

・行政機関への配布を札幌市１０区のうち４区にて行う

ことが可能となった．今後はより範囲をひろげられるた

めの施策を考えることが必要となった（課題）． 

・産後のお母様方を対象とした講座運営が滞りなく行わ

れ，母親らからのアンケート調査では，講座に対する印

象が大変良好なものであることが明らかとなった．ま

た，リーフレットに関しても大変評価が高く，イラストの

穏やかな雰囲気が好印象の要因であることが伺えた． 

・講習会の打ち合わせも３回ほど実施することができ，

具体的な目次内容，内容構成に関する統一性の担保，

作成方法等が明確となった．７月下旬にしあげることが

一つの目標となった． 

◆７月； 

・産後運動指導士講習会テキストの作成は順調に進ん

でいることが，団体ネットワークミーティングで明示され

た．さらに，テキスト構成に新たな視点が付加されるこ

ととなり，６月の打ち合わせよりも，さらに充実した内容

へと反映される運びとなった．これにより，８月の運営

がスムーズに展開されるものと推測する．印刷は７月

下旬に実施予定である． 

・ＨＰ開設に関し，中丸氏より受諾を頂いたことから，主

たるプラットホームメンバーへ加わって頂くこととなっ

た．また，ＨＰに関わる本格運営の方法やその内容に

関するミーティングを８月に実施するものと決定した． 

◆８月； 

・実施予定日は「８月１１・１２日である（日・月） 

・ＨＰに纏わるミーティング日時は８月３・４の土日に決

定した．そこで今後の運営方法を具体的なものになる

ための話しあいに持っていけるよう努める． 

◆９月； 

＊札幌市以外の都市とのミーティングは９月中旬に実

施予定である．札幌市１０区内は未定である． 

＊新たなネットワーク形成に向けたお便りの発信を８月

中に予定している． 

◆４月 

＊産後運動指導士に関する資格発行に向けたリーフレッ

トの作成を行い，５月に配布できるような状況にする． 

＊産後運動指導士講習会に関わる，数種の団体とのネッ

トワーク形成をより緊密にし，実際の講習会日程及びそ

れに向かう講習会テキストの作成日時を決定し，見通し

を具体的にたてるようにする． 

＊託児補助等でご協力いただいている団体メンバーに関

し，リーフレットの印象や講座運営に関する疑問や課題

等のご意見を，できるだけ多く頂けるようにすべく，聞き

取り調査を行う． 

 

◆５月～６月 

＊行政機関へリーフレットを配布し，認知度をあげるため

の広報活動を行い，実際に置かせてもらえるかの許可を

頂くよう努める． 

＊産後のお母様を対象とした講座運営を行い（４週連続

講座を二セット実施予定），リーフレットを配布する．ま

た，そのリーフレットの印象調査を実施し，今後の増刷等

に向けて，改善点などを明確にする．実際の講座に関し

ては様々な角度からアンケート調査を行い，講座の満足

度等も記載して頂くことを目標におく． 

＊８月の講習会に向けた，より具体的な講座の内容の決

定，テキストの作成の方法，テキストの構成等を話し合う

機会を数回設ける． 

◆７月 

＊８月の講習会に向けた，産後運動指導士講習会で使用

する予定である「講習会テキスト」の作成を，それぞれの

ネットワーク団体が担当している部分を勧めていく． 

＊さらに，上記のテキストの原稿における「すり合わせ」

及び印刷を行う関係で，ネットワーク同士のミーティング

を，数回実施する． 

＊ＨＰの開設→定期的な本格運営に関する打診を行い，

プラットホームメンバーに入って頂くことが可能かどうか，

その作業を専門で行っている中丸氏へ打診をする．さら

に，開設→運営に纏わる内容の打ち合わせミーティング

を実施することができる日取りを決定する． 

◆８月； 

＊産後運動指導士講習会の実施を執り行う． 

＊ＨＰ開設に纏わるミーティングを実施する 

＊ＰＲ活動にむけたＡ４ちらしの作成に関わる取材を受

け，ちらし作成の土台を築く． 

◆９月； 

＊行政機関との連携をより深めるため，これまでのネット

ワーク形成をした行政とのミーティングを実施する． 

＊産後運動指導士の活動の場を，提供していただける団

体との ネットワーク形成を実施する． 
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2019年度・上期の収支予定 

収入予定（概算で可） 

予  定  項  目 予  定  金  額 

秋山財団からの 2019年度助成金 1，000，000円 

秋山財団以外からの助成金 0円 

自己資金 20,000円 

事業資金 50,000円 

補助金・公的資金 0円 

寄附金 0円 

その他の資金 300,000円 

収  入  合  計 1,370,000円 

 

 

支出予定（概算・概要で可。秋山財団からの助成金の支出については、予定金額を（   ）で表示してください。また、

秋山財団の助成金以外の各種資金の支出についてもご記入ください） 

予  定  費  目 予  定  内  訳 予  定  金  額 

産後の母に向けた講座運営 自己資金及び事業式 70,000円 

産後の母向けリーフレット作成 その他の資金 270,000円 

産後運動指導士講習会テキスト その他の資金 30,000円 

産後の母向け冊子づくり 秋山財団からの助成金 （750,000）円 

ＰＲチラシ作成費 秋山財団からの助成金 （50,000）円 

ＨＰ開設・作成・運営費 秋山財団からの助成金 (170,000)円 

各種ミーティング実施運営費 秋山財団からの助成金 （30,000）円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

秋山財団助成金の支出合計 （1,000,00）円 

秋山財団助成金以外の資金の支出合計 370,000円 

上記の支出合計 1,370,000円 
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補足（上記のプラットホームメンバー、目標、ネットワーク構築、課題とその解決策、アウトリーチ活動、スケジュール、

收入、支出について補足があればご記入ください。図・表・写真も可。ページ制限はありません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月に完成したリーフレットの表（下）裏（上）になります． 

 


