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タッピングタッチ基礎講座A（初めてﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｯﾁを学ぶ）               

＆体験会（だれでも受講できます） 

★基礎講座A＠静岡（浜松市）（対象限定）  

11月1日(日）10：00～12：00  場所：浜松市民協働センター  対象：交流分析協会員   

講師：酒井万美子（認定インストラクター） 定員：３０名  

申込み・問合せ： 交流分析協会静岡支部 事務局 TEL 053-413-2900 FAX 053-413-2910 

★体験会＠三重（川越町） 

【川越ふれあい祭2015  無料体験コーナーブース】 

11月3日（火） 9：00～15：00  場所：川越町いきいきセンター 

あいあいセンター 教育センター周辺 （三重県三重郡川越町豊

田一色314）  代表：稲垣マキ（認定インストラクター）   

問合せ：稲垣マキまで Tel : 090-1780-0003   

Mail : maxianan@i.softbank.jp  

★体験会＠仙台（仙台市）（対象限定）  

11月5日（木）10：00～11：30 対象：０歳児の親子  

場所：のびすく仙台   

講師：花山美佐代（認定インストラクター）  

申込み：のびすく仙台へ 電話 022-726-6181  

★公開講座＠三重（大台町）  

みえアカデミックセミナー2015移動講座（大台町会場）  

鈴鹿医療科学大学公開セミナー「タッピングタッチ」  

～だれでもできる心と体のケアの手法を学ぶ～  

11月12日（木）14：00～15：30   講師：中川一郎（鈴鹿医療科学大学 医療福祉学科臨床心理コース教授） 

場所：大台町健康ふれあい会館 （多気郡大台町粟生1010番地）  受講料：無料  申込み方法：事前申込制・先着順  

※座席に余裕がある場合は当日参加可  主催：鈴鹿医療科学大学・大台町教育委員会・三重県生涯学習センター   

申込み・問合せ：大台町教育委員会または三重県生涯学習センターへ 《大台町教育委員会》 Tel 0598-82-3791  Fax 0598-82-3115  

大台町の各出張所でも受付いたします。 《三重県生涯学習センター》 Tel 059-233-1151 Fax 059-233-1155  

★体験会＠神奈川（横浜市） 【ひだまりタッピングタッチの会】  

11月14日(土)14:00～15:30  場所：カトリック二俣川教会１階親子室 （神奈川県横浜市旭区二俣川

2－36）  http://futamatagawa-cc.com/about  参加費：無料  代表：中田利恵（認定インストラクター） 

問合せ：中田利恵まで  090-4136-9046 ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

いちろうさん

の講座です！ 

★基礎講座Ａ＠千葉（市川市） 

11月14日（土）10：00～12：00（開場9：45）  場所：市川市文化会館 3F第4会議室 ( 千葉県 市川市 大和田1-1-5 ) JR総武線「本

八幡駅」南口徒歩10分、都営地下鉄新宿線「本八幡駅」A3出口徒歩10分、京成線「八幡駅」徒歩15分  

講師：落合 秀之（認定インストラクター） 参加費：1,500円（再受講の方は1,000円） 定員：10人くらい  

申込み方法：メールに次の項目を明記して、下の「連絡先」のメールアドレスに送信してください。 ①開催月日、②氏名、③住

所、④電話番号、⑤メールアドレス  

連絡先： メールアドレス（携帯） ochi_3852mail@docomo.ne.jp 電話（携帯） 090-5571-0771（留守番あり）  

★体験会＠埼玉（狭山市） 

11月1日（日）9：00～17：00  場所：狭山市立中央公民館（狭山市民交流センターの３階）埼玉県狭山市入間川1-3-1 （西武鉄道

新宿線 狭山市駅西口徒歩２分） 担当：タッピングタッチの会さやま 会員  代表：園田清一（認定インストラクター）  

問合せ：園田まで 電話：070-5544-5493 Ｆax：04-2958-5097 Ｅmail:kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp （@pの次の文字は数字の１です）  

★体験会＠神奈川（横浜市）  

11月12日（木）14：00～15：30  場所：男女参画センター横浜・フォーラム音楽室 （JR・横浜市営地下鉄戸塚駅

西口下車 徒歩5分） 講師：中田利恵(認定インストラクター) 受講料：500円  定員：15人  

申込み・問合せ：男女参画センター横浜(045)862-5052  
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★基礎講座A＠愛知（大府市）  

11月15日(日)10：00～12：00   場所：大府市勤労文化会館  講師：川本晴之（認定インストラクター）  受講料：3000円  

定員：１０名  〆切：１１月５日  申込み・問合せ：川本まで ikeda-hakuho@mti.biglobe.ne.jp 090-1099-8549  

★基礎講座Ａ＠仙台（仙台市） 

11月19日（木）10：00～12：00  場所：ＮＰＯ法人 おりざの家 （仙台市太白区長町1-12-14） 

講師：佐藤宏美（認定インストラクター） 受講料：1000円   

申込み：ＮＰＯ法人 おりざの家 TEL/FAX022-249-1625  

毎月第3木曜

開催 

★体験会＠埼玉（狭山市）  

11月21日（土）9：10～12：00  この時間内、会場の出入りはご自由です。   

会場：狭山市立中央公民館（狭山市市民交流センター３Ｆ） 埼玉県狭山市入間川1丁目3番1号  

交通：西武新宿線狭山市駅西口（駅前左手の建物です）  

問合せ：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp（＠の次は数字の１） 070-5544-5493（園田）  

月例 

★体験会＠東京（東久留米） 【しののめタッピングタッチの会】  

11月21日(土)14:00～15:30  場所：自由学園クラブハウスしののめ茶寮 2階会議室 （東京都東久留

米市学園町1-8-33）  参加費：無料  代表：中田利恵（認定インストラクター）  

問合せ：中田利恵まで 090-4136-9046 ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

毎月第3土曜

午後開催 

★基礎講座Ａ＠神奈川（鎌倉）  

11月21日（土）10:00～12:00  場所：鎌倉生涯学習センター・第４集会室（鎌倉駅より徒歩２分） 定員：１０名   

受講料：１５００円（リピーター１０００円）  講師：坂井恵（認定インストラクター）   

問合せ・申込み：共感ネットワーク ラネット 坂井 090-5791-3606  FAX 045-788-0495  メール lanet.sakai@gmail.com  

★基礎講座A＠静岡（静岡市）  

11月22日（日）14:00～16:00  場所：アイセル21（静岡駅北口）  講師：中田利恵・近藤亜美（認定インストラ

クター） 受講料：1000円  問合せ：中田利恵・近藤亜美まで  申込み：お名前、住所、電話番号、メールアド

レス、参加の動機明記の上 FAXまたはメールにてお申し込みください。  

FAX 045-391-7848  EMAIL ynakada@ck9.so-net.ne.jp  TEL 054-247-1423（近藤亜美） / 090-4136-9046（中田利恵）  

★基礎講座Ａ＠兵庫（三田市）  

11月23日（月・祝）15：30～18：00  場所：兵庫県三田市駅前町２－１ 三田市まちづくり協働センター （キッピーモール６階、

会議室４）  定員：６名程度  講師：金森文雄（認定インストラクター）  受講料：５００円以内（部屋使用料と資料代）  

申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座A（１０月）」、名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）を下記まで送信  

申込み・問合せ： メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp  電話 090-2193-5607   

★基礎講座Ａ＠東京（千代田区）   

11月14日（土）14：30～16：30  場所：東京YWCA会館（東京都千代田区神田駿河台1－8－11）  

講師：足立万里（認定インストラクター） 受講料：1500円  

問合せ：東京YWCA 女性と少女の人権課 03-3293-5434 josei@tokyo.ywca.or.jp  

★基礎講座A＠岡山（岡山市）  

11月15日（日）13：30～16：00  場所：操山労務管理事務所セミナールーム （岡山市中区古京町１丁目

８－６） 講師：中谷優子（認定インストラクター） 受講料：2000円（学生・再受講1000円）  

定員：12名 申込み：岡山タッピングタッチの会ひなたぼっこ  

※ブログに申し込みフォームを設定しています。 http://taputapu.sblo.jp/article/165033681.html  

問合せ：中谷優子まで 電話090-6837-5522 メール ynatan1957@yahoo.co.jp    

★体験会＠神奈川（横浜）  

11月19日14：00～15：30  場所：男女参画センター横浜・フォーラム音楽室 （JR・横浜市営地下鉄戸塚駅西口下車 徒歩5分） 講

師：中田利恵(認定インストラクター) 受講料：500円 定員：15人 申込み・問合せ：男女参画センター横浜(045)862-5052  
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タッピングタッチ基礎講座 B（生活におけるお互いのケアとセルフケア）・C （人をケア

したり支援したりする方法）・アドバンス講座(基礎講座Aを修了した方が受講できます） 

★TTカフェ＠神奈川（横浜市） 【「と」タッピングタッチの会】  

11月24日(火)13:00～14:30  場所：アートスペース「と」（神奈川県横浜市中区石川町3-108-5） 

参加費：1000円（ドリンク代込み） 代表：中田利恵（認定インストラクター） 問合せ：中田利

恵まで 090-4136-9046 ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

毎月最終火曜

午後開催 

★基礎講座Ｂ＠宮城（仙台市）  

11月１日（日）13：00～16：00  場所：エル・パーク仙台（セミナー室） 受講料：1000円  講師：花山美佐代（認

定インストラクター） 申込み方法： 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、参加希望日、A講座講師名 を明記の上、

下記メールアドレスまでご連絡ください。  

申込み・問合せ：花山まで MAIL: misayo3987@yahoo.co.jp  TEL: 080-1833-0506  

★基礎講座Ｃ＠埼玉（狭山市）  

11月14日(土)13：45～17:15  場所：狭山市立中央公民館（狭山市民交流センターの３階）埼玉県狭山市入間川1-3-1  西武鉄道新宿

線 狭山市駅西口徒歩２分  講師：園田清一（認定インストラクター）  受講料：3000円  定員：10名    

申込み：お名前、住所、電話番号、メールアドレス、参加動機を明記の上、下記へFAXまたはメールでお申込ください。  

問合せ・申込み：園田まで  電話：070-5544-5493  Ｆax：04-2958-5097  Ｅmail: kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp   

★基礎講座A＠神奈川（鎌倉市）  

11月29日（日）9：30～11：30  場所：鎌倉市玉縄学習センター第3集会室 鎌倉市岡本2-16-3   大船駅西口から徒歩12分   

講師：八木美智子（認定インストラクター）  受講料：1500円（テキスト代込み）、学生割引1000円（テキスト代込み）、再受講

の方は1000円（学生割引 500円） 定員：10名   

申込み：①氏名 ②住所 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤参加の動機を明記の上、メールかFAXでお申し込み下さい。  

申込み・問合せ： メール ygsuu_chan@yahoo.co.jp FAX 0467-43-2690  電話090-4711-8212  

★基礎講座Ｂ＠東京（大田区）  

日時：11月29日(日) 13：45～16：45 場所：大田区産業プラザPio 会議室 講師：中田利恵（認定

インストラクター） 受講料：4000円 申込み：中田利恵まで ynakada@ck9.so-net.ne.jp FAX：045-

391-7848  携帯電話090-4136-9046  

★基礎講座A＠広島（広島市） 

11月23日(月・祝) 14:00～15:45 場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ (旧広島市まちづくり市民交流プラザ)  

講師：三上弘恵(認定インストラクター) 受講料： 3,000円  (再受講1,500円)  (小学生以下は親御さんとご一緒の場合無料)  

申込み： https://ssl.form-mailer.jp/fms/660757fb1612  問合せ：NPO法人心の救急箱 cocoro99bako@gmail.com 090-7139-7388(三上)  

★体験会＠広島（広島市） 【こころのほっとスペース タッピングタッチ体験】  

11月27日(金) 14:30～16:30の間の30分を要予約  

場所：アイレストホーム住吉・体感ルーム2階 (広島市住吉町9-1)  

参加費：1,000円 申込み：https://ssl.form-mailer.jp/fms/1ecaaad2153416 主催：NPO法人心の救急箱  

問合せ：NPO法人心の救急箱 cocoro99bako@gmail.com 090-7139-7388(三上)  

★体験会＠広島（広島市） 【まちづくり市民交流フェスタ2015イベント タッピングタッチ無料体験会】 

11月28日(土)10:30～17:00 ・11月29日(土)10:30～16:00   

場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ (広島市まちづくり市民交流プラザ) 担当：NPO法人心の救急箱 

 問合せ：NPO法人心の救急箱 cocoro99bako@gmail.com 090-7139-7388(三上)  
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毎月第3土曜

午後開催 

タッピングタッチ基礎講座A（初めてﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｯﾁを学ぶ）               

＆体験会（だれでも受講できます） 

★体験会＠仙台（仙台市）（対象限定）  

12月9日（木）10：00～11：30 対象：０歳児の親子 場所：のびすく仙台  

講師：花山美佐代（認定インストラクター） 申込み：のびすく仙台へ 

電話 022-726-6181  

★基礎講座Ａ＠仙台（仙台市） 

12月17日（木）10：00～12：00  場所：ＮＰＯ法人 おりざの家 （仙台市太白区長町1-12-14） 

講師：佐藤宏美（認定インストラクター） 受講料：1000円   

申込み：ＮＰＯ法人 おりざの家 TEL/FAX022-249-1625  

毎月第3木曜

開催 

★体験会＠埼玉（狭山市）  

12月19日（土）9：10～12：00  この時間内、会場の出入りはご自由です。  会場：狭山市立中央公民館（狭山

市市民交流センター３Ｆ） 埼玉県狭山市入間川1丁目3番1号 交通：西武新宿線狭山市駅西口（駅前左手の建物

です） 講師：園田清一（認定インストラクター）  

問合せ：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp（＠の次は数字の１） 070-5544-5493（園田）  

月例 

★体験会＠東京（東久留米） 【しののめタッピングタッチの会】  

12月19日(土)14:00～15:30  場所：自由学園クラブハウスしののめ茶寮 2階会議室 （東京都東久留

米市学園町1-8-33）  参加費：無料  代表：中田利恵（認定インストラクター）  

問合せ：中田利恵まで 090-4136-9046 ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

★基礎講座A＠岡山（岡山市）  

12月20日（日）13：30～16：00  場所：操山労務管理事務所セミナールーム （岡山市中区古京町１丁目８－６）  

講師：中谷優子（認定インストラクター） 受講料：2000円（学生・再受講1000円） 店員：12名  

申込み：岡山タッピングタッチの会ひなたぼっこ ※ブログに申し込みフォームを設定しています。 http://

taputapu.sblo.jp/article/165033681.html 問合せ：中谷優子まで 電話090-6837-5522  メールynatan1957@yahoo.co.jp  

★基礎講座Ａ＠神奈川（鎌倉市） 

12月20日（日）13：00～15：00 場所：鎌倉生涯学習センター・第４集会室（鎌倉駅より徒歩２分） 

受講料：１５００円（リピーター１０００円） 定員：１０名 講師：坂井恵（認定インストラク

ター） 申込み・問合せ：共感ネットワーク ラネット 坂井 Tel 090-5791-3606 Mail lan-

et.sakai@gmail.com または nafa10@za.bb-east.ne.jp  

青森や北海道など、本当

に遠くからのご参加も

あったりして・・有難く

思っています！（坂井） 

★基礎講座A＠愛知（名古屋市）  

12月23日(水・祝)13:30～16:00 場所：中村生涯学習ｾﾝﾀｰ 第1集会室 (名古屋市中村区鳥居通3-1-3)  

講師：渡辺英明（認定インストラクター） 運営協力費：2,000円 定員：20名 申込：渡辺まで。講座名と開催日、お名前、住所、

電話番号、メールアドレス、参加の動機明記の上 メールにてお申し込みください  

問合せ・申込先：Email  hide7087@gmail.com 緊急の連絡は携帯へ090-2136-6052  

★体験会＠広島（広島市） 【こころのほっとスペース タッピングタッチ体験】 

12月25日(金) 14:30～16:30の間の30分を要予約 場所：アイレストホーム住吉・体感ルーム2階 (広島市住吉町9-1)  

参加費：1,000円 申込み：https://ssl.form-mailer.jp/fms/1ecaaad2153416 主催：NPO法人心の救急箱  

問合せ：NPO法人心の救急箱 cocoro99bako@gmail.com 090-7139-7388(三上)  

★基礎講座A＠青森（青森市）  

12月 26日 (土) 10:00～12:00  場所：SeRenaカフェ http://www.serena-cafe.com/  青森市石江岡部61-4 ※西郵便局の向かい側。

駐車場あります 講師：白鳥志保・簾内久美子（認定インストラクター） 受講料：1000円（ドリンク代込み） 定員：６名くらい  

申込み・問合せ：白鳥志保まで shiho_piano_sing@yahoo.co.jp 090-5417-1720  
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★TTカフェ＠神奈川（横浜市） 【「と」タッピングタッチの会 】 

日時：12月29日(火)13:00～14:30 場所：アートスペース「と」（神奈川県横浜市中区石川町3-108-5）  

参加費：1000円(ドリンク代込み) 代表：中田利恵（認定インストラクター）  

問合せ：中田利恵まで 090-4136-9046 ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

タッピングタッチ基礎講座 B（生活におけるお互いのケアとセルフケア）・C （人をケア

したり支援したりする方法）・アドバンス講座(基礎講座Aを修了した方が受講できます） 

★基礎講座Ｃ＠宮城（仙台市） 

12月6日（日）13：00～16：00  場所：仙台市市民活動サポートセンター（研修室３） 受講料：1000円 講師：花山美佐代（認定

インストラクター） 申込み方法： 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、参加希望日、A講座講師名 を明記の上、下記メー

ルアドレスまでご連絡ください。 MAIL: misayo3987@yahoo.co.jp TEL: 080-1833-0506  

★基礎講座B＠兵庫（三田市）  

12月13日（日）14：00～16：30  場所：兵庫県三田市駅前町２－１三田市まちづくり協働センター （キッピー

モール６階、創作室 定員：６名程度 講師：金森文雄（認定インストラクター） 受講料：５００円（部屋使

用料と資料代） 申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座B（〇月）」、名前、住所、連絡先（電話番号、

メールアドレス）を下記まで送信 申込み・問合せ： メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp 電話 090-2193-5607  

★基礎講座C＠東京（大田区）  

12月23日(水) 13：45～16：45 場所：大田区産業プラザPio 和室 講師：中田利恵（認定インストラクター） 受講料：4000円  

申込み：中田利恵まで ynakada@ck9.so-net.ne.jp  FAX：045-391-7848  携帯電話：090-4136-9046  


