
父親であることを楽しもう

Fathering Japan 
NPO港人ファザーυンタ・ジャパン

h社p:l/www.fathering.jp/
ファザーリコタ・ 51~パコ【F .J)と陪?
-Fathertngと跡、 r公観で窃.己と唱E叢1I1D生き方』

Fathering Japanは、父親支援事業による iFatheringJの理解・

理遺乙そが、「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増やし、ひ

いて1;:1;それが働き方の見直し、企業の意識改革、社会不安の解消、次

世代の育成につながD、10年後・ 20年後の日本社会に大きな変革

をもたらすということを信口、これを目的(ミッシヨン)としてさま

ざま芯事業を展開していく、ソーシャル・ビジネス・ブロジ主クトです。

目眠贈、セミナー
各種セミナー、年間3ω回以上

父親の子育て支援、男女共同歩画、ワー
クライフバランス、男性の家事&地域参
画、イクジイ、児童虐待問題芯ど様々拡
テーマで鵡演やセミナー‘ワークショッ
プ主主どを開催していま"'O".
絵本やバルーンアート、工作、親子で体
を使った遊びなど、子どもの年齢に応U
て様々 16:コンテンツを周憲しています.

Eイタポスフロジzクト
http:/，角的ring，jp/ikubosS/

イクね瑚机弘社鎖倒掲. ~，.，，，"，， 
事なたの醐E笑顔仰「イクボA]_I型堕匠
風、ますか?鷹醐踊閥唱盟E骨

EJ'(バスクール
http:仏側(W，旬thering，jp/schooV
父舗になることは楽しい。
日本初の父銅孝按。目指すと乙ろl基
「男性のライヌスタイル/ワークスタイル革命J

ESIand刷e咽醐フロジzクト
父銅た修、:喪が子@チカラを信じよう
騎鵬首杭軌:自分保拐を信じよう

帯型1挫
EMen'8PTA:1ロジェタト
父親X学校×地震でバパレボリューション1
6調の地続書画〈イキメ討支盟事費B

目C!'，ん壱ゅーババフロジヱタト 目ィタジイフロジzタト
http:/，刈州W，抱.1t1e同ng，jp/sankyu/ h仕p:1.刈附w，fathering ，jp/iぬJjii/

J'(J~休め瓜日本の子育τが酎3る 笑っているおじいちゃんが社会を救う
そして祉会が褒わる 輔て樺/帽明性のぬ
偶伽耐鵬儲膿}伊 倉ん・Lz:::e 王切りル暗1) ¥;!i;';'由叫白血

15ートナーシツプ・:1[]Y%タト 目メインマン・7ロジzクト
h即:I/fathering.jplfufu/ http刑athering，jpゆ叫ectjmainm直n
子ともが憧れる笑顔の夫錫になろうl 発達障害児の『井fンマン'JI ~/:f. 
侠 婦 伽tートナーシヲプ応援事劃 舗友・大切な人Jになろう ，d苛γ

ー 健輔翻飢渇必親とその融支劃

・マザーUンタ・フロジzタト . 
-Mpma耐ering.jp/p叫印刷凶e~ng I10('8 ドーナツ・フロジzタト
ママの笑顔を支援I tlI陶アレルギーの子供の育児を楽しもう!

ママたちを工ンパヲメントします パパもコながろうl
t母親支援/女性活・推進事掛 伊レ'}Ifギー勧ワ子供とその紘瑚

目鵬値世主喪備 目ペンギン'1'(/'(・7ロジzクト
http://主夫 I∞m ・4君陰~ ht4コ:llwww.lathering.jp/sangoutul
女性の活躍推進には l農を' 産後うつのママをサポートしよう
男性の家庭進出品必須1 ・司- (産後うつの 暗闇制仲買割自ト

吐夫を増やす」ことは111択肢を増やす」こと 対応と予防事調01:--'

.三r:;~ ヲ‘心開~~.証_4"_); ~ :; i;~~Þl ド:とゆ'...... 

セミナー企画隠はお問い合わぜください。詣師を派遣する乙とができます.

講師リスN志ζちらをご覧ください.http:グ句世lering，jp/inst川ctors

NPO法人ファザーリンタ・ジャパン
干10ト0054東京都千代田区神田錦町3-21

ちょだプラットフォームスクウェア 1320
URL: http://www.fathering.jp/ 
メール gyoumu@fathering.jp
Facebookページ:

http://www.facebook.com/fathering.jp 

父親b噴ねれば、家庭b寝わる、

地域力寝ねる、企業力軍わる、

そして、社会fjf変わる。

[~法人フアザーリンタ・ジヤ~~闘遺書・1

新ししむ，、，、σ〉
教科書

寸高、r:実ヲているババ..J1:な3うl 刻家:フレ'Jtパ~

新しいパパの教科書 問 f器情寄
It/tco宵見It"."r!鯛阻Hスキ'"Jrマインド』
唱tb~Þやすくレタテ唱Fーします.
「子育てにどう取り組んだ5いいの郎わか51J:いJとお悩みの
HJr.t.亡とっても、「もっともっと子育てを頑強りたい!Jという憲
欲あふれるJtHIことっても、役立つ情報が満載です.
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軽働Ji新 「仕事』も『パートナー』も『子どもJも、ぜんぷ大切にしたいパパたちへ・

Hi公L 新しいパパの働き方

i方 つ、 仕事も躍も!細Dガイドブック定価1.200円+税

I .机 自分1J:りの理想のワークスタイル&ライフスタイルを追求し
Find vo~r ideal たl，\}~Hのためのガイドブック.r仕事も家庭も!Jという.艮
wo川ngstyler l， 1:意味で『飲蛋り1J:JJVm:ぢ!こ、新しし1働き方を提案

生まれてきてくれておυ酬とヨl
J(Jれ隼生
安藤首也/ファザーLlンク・ジャパン篇著定価 1，200円+裂

『育児をしたいけれど、どうすればいいの?Jというパパに向
|オて、妊娠・出産~赤ちゃんのお世話の仕方、子どもへの
携し方・関係づくり、 )V~と会社や社会との付き合い方まで.
rJV~の基礎知龍J が無理主Eく、楽しく学べます.

ママ@仕事値帽のたIbに

ババも舎祉も知って8t!1tl，l4S0アイディア
マザーリングプロジ工クト暫定価:1.400円+税

出産で仕事を離れてしまったママ.働きたいけど、フランクが
あると怠が恕か踏み出せ恕い働くをゆるやかに考えてみませ
んか.ーそん芯ママの働きたいを叶える46のアイディア.
「それぞれの時間にいるママたちが、笑顔l亡、元気になれるよう
にJといコたコンセプトでママたちを応援する本を作りまじた.

ママの仕事復帰
♂JmLのために

肌
劃
伊
一一

できるUーターは

窓ぜメールが

短いのか
安蔵官也著
定価:820円+税

男の子の
本当に書く

叱D方曙@方

小島恭弘膏
定価:1，300円+税

いつまでも

会社がある

と思う窓よl
川島高之暫

定価 1，400円+税

3・世--・..... ~-
pミ ~

EUHH4記…・4 ・m

回偏回 目露間回

目E唱 団問書
目 HP 1m盟国

FJの趣旨にさ質問いただ廿る

賛助金員(個人・団体)を募集中です!

詳しくはホームパージをご覧ください。

h帥伽WW.'制 h剖 ng.jplmembe陪 hip

設立:2006年11月
個人会員:500名法人会員:19社 (2016年10月現在)
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メインシンポジウム
11月12日(土)15:00-

イタメン・イクポスb涌く笑顔に満ちた社会
~少子化祉会克Eのために~

少 子 化 社 会 に おl才る

イタメン・イタポスヘ@期待
白河損害民
妙子化ジャーナリスト・相横女子大学書風載援}............. ~~~~~ ............ .. 
白河鴨子民{少子化ジャーナリスト・相様女子大学審員数銀〉
安彊醤也【NPO法人ファザーリング・ジャパン代喪理事)
飛壇典子(山形県子育て推進留置。
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山晋ちから耗信!

~イヂメシ・イワポスが未来ち拓く~

伏線の安瀬、母殺の安瀬、

与ザ毛σ、~勝、が社会ち~える

日程:平成28年11月11日(盆)・12日(土)
会場:山形ビッグウインク‘

山形県山形市平久保100番地
主催:ファザーIJング全国フsーラムinやまがた実行要員会(NPO法人

ファザーリンタ・ジャパン、山形県、NPO法人ファザーリング・

ジャパン東北、やまがたイタメン共和園、山形市、山形県男女共同

惨薗センター)

後痕:内聞府、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、日本

何回@労働組合総連合会、にっぽん子育て応揖園、山形県教育委員会、

山形市教育委員会、山形県連合小学夜長会

協力:NPO法人コデカラ・=ッポン、育児情報跨miku、NPO法人ファザー

リンク・ジャパン関西、NPO法人ファザーリンク・ジャパン九州

協賛:一般財団法人lmoreBaby財団、積水ハウス練式会社、有限会社

HIROKO UFE PLANNING、ジzイムズ英会話、株式会社JTB東北、
株式会社丸吉奥山組、様式会社渡会電気土木、ヤマリョ一様式

会社、有限会社佐貞商盾
(1周不同)

http:llfj-zenkoku.net/yamagatal 
|フアトリングフォーラム特耽 ーー
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パス「県立中央病瞬間泊分
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E時罰

• 
鈎5分

-・・・・司叩a同:江It'i唖宅亙iJ;:'1"i'P..{iTl' tiOlヨ'tiitlli:f蚕:n:J.'::.. ・・・
| |12:20山形駅欄口側}発 ~ 12:40ビッグウインタ着
11月118(*) 17:25ビッグウインク発 ~ 17:45山形駅'

l lii::;;:一一!?::ji--z12:10 l:::~~.，"":;I~R ~ 12:30 I 11月12日【土】
12:30山形駅(東口側)R ~ 12:50ピックウインタ着
17:00ピックウインタ莞 炉17:20山形駅酒


