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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＠岐阜（岐阜市） 

4月2日（土）9:30～11:30  場所：ＪＲ岐阜駅ハートフル

スクエアＧ 小研修室2 （岐阜市橋本町1－10－23） アク

セス：ＪＲ岐阜駅徒歩2分 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  問合せ＆申込

み：川本まで メール ikeda-hakuho@mti.biglobe.ne.jp  電

話0585-45-8114  

★基礎講座A＠神奈川（横浜市）  

4月2日（土）14：00～16：00  場所：アートフォーラムあざみ

野 第3会議室 講師：中田利恵（認定インストラクター） 受講

料：2000円 申込み：お名前、住所、電話番号、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 申込み：中田

利恵まで ynakada@ck9.so-net.ne.jp      FAX（中田）045-391-7848 

携帯（中田）090-4136-9046  

★体験会＠神奈川（横浜市） 

【Umiのいえタッピングタッチの部屋】 

4月6日(水)10：30～12：00  場所：

Umiのいえ（横浜市西区岡野1-5-3サンワ

ビル4F） 代表：中田利恵（認定インス

トラクター） 参加費：1000円＋税 申

込み：Umiのいえまで umi@umi.lar.jp  

045-324-8737  

★体験会＠埼玉（狭山市）  

4月16日(土) 9：00～12:00  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）アクセス： 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」のメンバー  問合せ：園田まで 電話 070-

5544-5493 Ｆax 04-2958-5097 メール kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp   

※無料の体験会です。申込はいりません。直接会場にお越しください。 

毎月第３

土曜開催 

★体験会＠東京（東久留米） 【しののめタッピングタッチの会】  

4月16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） 内容：ど

なたでもタッピングタッチを体験していただけます。 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土曜開催 

★基礎講座Ａ＠宮城（仙台市）  

4月21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 

おりざの家まで TEL/FAX 022-249-1625  

毎月第３

木曜開催 

★体験会＠神奈川（横浜市） 

 【ひだまりタッピングタッチ

の会】  

4月23日（土）13：30～15：

00 場所：横浜 二俣川カト

リック教会親子室 参加費：無

料  問合せ: 中田利恵（認定

インストラクター）まで 携帯 

090-4136-9046  メール 

ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

★TTカフェ＠兵庫（三田市） 【さんだタッピングタッチカフェ】 

4月23日（土）13：00～14：30  場所：三田市まちづくり協働センター（キッピーモール

６階、情報交流広場）（兵庫県三田市駅前町2-1 三田駅前一番館） 参加費：500円以内

（ドリンク、お菓子代込み） 代表：金森文雄（認定インストラクター） 申込み：お名前

と連絡先（電話番号・メールアドレス）を下記までご連絡ください 連絡先：カウンセリ

ング勉強会 メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp  電話090-2193-5607（金森）  

★TTカフェ＠三重（菰野町）  

4月2日（土）10：00～12：00  場所：穂鈷里（ほっこり）（三重郡菰野町千草

5352-12） 世話役：稲垣マキ（認定インストラクター）・中川祥子 参加費：500

円（ドリンク代別） 問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで メール in-

fo@tappingtouch.org 電話 059-328-5350 参加希望の方は、事前の申込みをお願い

します。 ランチは要予約ですので、申込み時にお伝えください  

★基礎講座A＠千葉（市川市）  

4月9日（土）10：00～12：00 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） アクセス：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） 受講料：1500円（再受講の方は1000円） 定員：10名くらい 問合せ＆申込み：落合秀之まで  

メール ochi_3852mail@docomo.ne.jp 携帯 090-5571-0771（留守番あり） メッセージ等：申し込み方法…メールに次の①～⑤の

項目を明記し、上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 ･服

装・持ち物：動きやすい服装で。持ち物はとくになし。 ･会場HP：http://www.tekona.net/bunkakaikan/access.php  

★ＴＴカフェ＠岐阜（大垣市）  

4月20日（水）10：30~12：00 場所：喫茶・レスト

ラン へれんけらあ（大垣市旭町1-5オカサンホテ

ル1Ｆ） アクセス：車が便利、ＪＲ大垣駅から徒

歩15分 講師：川本晴之（認定インストラクター） 

参加費：1300円（ランチ代800円＋受講料500円） 

定員：20名 問合せ＆申込み：川本まで メール 

ikeda-hakuho@mti.biglobe.ne.jp 電話0585-45-8114  
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★基礎講座A＠神奈川（鎌倉市）  

4月24日（日）10：00～12：00  場所：鎌倉生涯学習セ

ンター・第７集会室  アクセス：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） 問合せ＆申込み：坂井

まで  電話 090-5791-3606 メール nafa10@za.bb-

east.ne.jp または lanet.sakai@gmail.com  

★TTカフェ＠神奈川（横浜市）  

【「と」タッピングタッチ・カフェ】 

4月26日（火）13：00～14：30 場所：横浜 石川町

ひらがな商店街アートスペース「と」 参加費：

1000円(飲み物代含む) 申込み：中田利恵（認定イ

ンストラクター）まで 携帯 090-4136-9046  メール 

ynakada@ck9.so-net.ne.jp  ＊毎月最終火曜開催＊ 

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＠愛知（名古屋市）  

4月3日(日)13:30～16:30  場所：ウｨルあいち和室１

（名古屋市東区上竪杉町1番地）講師：中田利恵（認

定インストラクター） アシスタント：渡辺英明（認

定インストラクター） 運営協力費：3000円 参加資

格：タッピングタッチ基礎講座A受講修了の方 申込：

渡辺まで。お名前、住所、電話番号、メールアドレ

ス、基礎講座Aの講師名を明記の上、４/３基礎講座Ｃ

@名古屋申込と書いてメールにてお申し込みくださ

い。 問合せ＆申込み：hide7087@gmail.com  緊急の

連絡は携帯へ090-2136-6052  

★アドバンス講座＠京都  

4月9日（土）10:00～16:00  会場：京都生涯学習センターアスニー 

第２研修室A（３F） （京都市中京区聚楽廻松下町9の2） 受講資

格：タッピングタッチ基礎講座Aを修了していること 講師：中川

一郎 受講料：1万円（会員9000円） 定員：40人（定員になり次

第締め切ります） 問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで 

(①名前、②郵便番号、③住所、④電話番号、⑤メールアドレス、

⑥ご希望の講座名、⑦受講した基礎講座Aの日付と講師名、を明記

の上お申し込みください。) メール  info@tappingtouch.org  FAX 

059-328-5351  電話 059-328-5350  

★インストラクター研修＠京都(対象限定) 

4月10日（日）10:00~17:00 場所：京都市内 

対象：認定インストラクター  問合せ＆申

込み：タッピングタッチ協会まで  

★基礎講座B＠兵庫（三田市）  

4月10日（日）14：00～16：30  場所：三田市まちづくり協働センター（キッピー

モール６階、大会議室） （兵庫県三田市駅前町2-1） 対象：「基礎講座A」を修了し

ている方 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：金森まで メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp   携帯 090-2193-5607  

★基礎講座B＠東京（大田区） 

4月10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 メール 

ynakada@ck9.so-net.ne.jp FAX 045-391-7848  携帯090-4136-9046  

★インストラクター養成講座①② ＠

東京 

①4月16日（土）10:00～17:00 ②４月17

日（日）9:00～17:00 場所：国立オリン

ピック記念青少年総合センター ※詳

細は４ページをご覧ください。 

★インストラクターの集まり＠兵庫（三田市）（対象

限定） 

4月23日（土）14：50～16：00 ※TTカフェ終了後に行

います。 場所：三田市まちづくり協働センター 対

象：認定インストラクター 参加費：無料（ドリンク付

き） 申込み：お名前と連絡先（電話番号とメールアド

レス）を下記までご連絡ください。 金森文雄（認定イ

ンストラクター） メールftmsck2@nike.eonet.ne.jp  

携帯090-2193-5607  

★基礎講座C＠静岡（静岡市） 

4月24日 (日) 13:30～16:30  場所：アイセル２１葵生涯学習セン

ター和室 (静岡市葵区東草深町3-18 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） 対象：基礎講座Aを受講した方 受

講料：3000円 定員：20名 申込み：お名前、住所、電話番号、メー

ルアドレス、A講座講師名、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 問合せ・申込先 中田利恵まで FAX 045-

391-7848 メールynakada@ck9.so-net.ne.jp 緊急の連絡は携帯へ090-

4136-9046  電話申込の方は近藤亜美まで TEL 054-247-1423  

★基礎講座A＠神奈川（鎌倉市） 

4月24日（日）13：30～15：30  場所：鎌倉市玉縄学習セン

ター（鎌倉市岡本2-16-3） アクセス：ＪＲ「大船駅」西口下車

（大船観音側）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500円を含む）、学生割

引 1000円（テキスト代500円を含む）、再受講は、1000円 

（学生割引 500円） 定員：10名 問合せ＆申込み：八木美智子

まで メール ygsuu_chan@yahoo.co.jp  携帯 090-4711-8212       

★TTカフェ＠愛知（名古屋市）  

4月27日(水)10：00～11：30 場所：レイドバックカフェ 

http://r.gnavi.co.jp/2rsn1u1j0000/ できるだけ地下鉄で来てくださ

い。（愛知県名古屋市天白区原2-202 びい6植田） 参加費：参加費

500円+ドリンクオーダー 定員：10名 問合せ＆申込み：渡辺英明

（認定インストラクター）まで メール hide7087@gmail.com メー

ルにて氏名、性別、年代、参加動機などを記入してお申込下さい。   
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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） 

毎 月 第3

木曜開催 

毎 月 第3

土曜開催 

毎 月 第3

土曜午後

開催 お近くの方ぜひ

お立ち寄りくだ

さい。お待ちし

ています。  

 自由学園の学生と近隣の方

でタッピングタッチを楽しん

でいます。どなたでもいらし

ていただけます。 ご一緒に

体験しませんか？  

再受講の方から、タッ

ピングタッチの体験談

もあり、毎回、和やか

に学び合っています。  

★基礎講座Ａ＠長野（飯田市） 5月4日（水）9：30～11：30  

場所：ビジンスホテル エルボン飯田 会議室   

アクセス：中央高速 飯田インターより車で2分  

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  問合せ＆申込み：川本まで 電話 0585-45-8114  

メール ikeda-hakuho@mti.biglobe.ne.jp  

★体験会＠神奈川（横浜市）5月12日(木)11：00～12：30 

 【Umiのいえタッピングタッチの部屋】  

場所：Umiのいえ（横浜市西区岡野1-5-3サンワビル4F） 

代表：中田利恵（認定インストラクター）  

参加費：1000円＋税  

申込み：Umiのいえまで umi@umi.lar.jp 045-324-8737  

★基礎講座A＠神奈川（鎌倉市）5月15日（日）13：30～15：30  

場所：鎌倉市玉縄学習センター（鎌倉市岡本2-16-3） アクセス：ＪＲ大船駅西口下車徒歩12分 

講師：八木美智子（認定インストラクター） 定員：10名 

受講料：1500円・学生1000円（テキスト代500円を含む）、再受講は1000円（学生割引500円）   

問合せ＆申込み：八木美智子まで メール ygsuu_chan@yahoo.co.jp  携帯 090-4711-8212  

★基礎講座Ａ＠宮城（仙台市）5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 おりざの家まで TEL/FAX022-249-1625  

★体験会＠埼玉（狭山市） 5月21日(土)9：00～12:00   

場所：狭山市立中央公民館(狭山市民交流センター3階)（埼玉県狭山市入間川1-3-1）

アクセス： 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」のメンバー   

問合せ：園田まで 電話 070-5544-5493 Fax 04-2958-5097  

メール kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp   

※無料の体験会です。申込はいりません。直接会場にお越しください。 

★体験会＠東京（東久留米）【しののめタッピングタッチの会】 

5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（東久留米市学園町）  

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＠静岡（静岡市）5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  メール ynakada@ck9.so-net.ne.jp  

TEL 054-247-1423（近藤亜美）/090-4136-9046（中田利恵）  

★体験会＠宮城（仙台市）（対象限定） 

5月18日（水）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：のびすく仙台まで 電話 022-726-6181  

★ＴＴカフェ＠岐阜（大垣市）5月18日（水）10：30～12：00   

場所：喫茶・レストラン へれんけらあ (大垣市オカサンホテル1F）車が便利、ＪＲ大垣駅徒歩15分  

講師：川本晴之（認定インストラクター） 参加費：1300円（ランチ代800円＋受講料500円） 定員：20名  

問合せ＆申込み：川本まで 電話 0585-45-8114 メール ikeda-hakuho@mti.biglobe.ne.jp  

★TTカフェ＠三重（菰野町） 5月21日（土）10：00～12：00 

場所：穂鈷里（ほっこり） （三重郡菰野町千草5352-12） 

世話役：稲垣マキ（認定インストラクター）・中川祥子  

参加費：500円（ドリンク代別）  

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで  

電話 059-328-5350   メール info@tappingtouch.org     

※参加希望の方は、事前の申込みをお願いします。  

ランチは要予約ですので、申込み時にお伝えください。  
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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） 

一郎さんの

講座です！ 

★基礎講座A＠神奈川（鎌倉市)  

5月27日（金）10：00～12：00   

場所：鎌倉生涯学習センター 

第７集会室（鎌倉駅より徒歩2分）        

講師：坂井恵（認定インストラクター）  

参加費：1500円（リピーター1000円） 定員：10名  

問合せ＆申込み：坂井まで 携帯 090-5791-3606  

メール lanet.sakai@gmail.com  または nafa10@za.bb-east.ne.jp  

ご家族やご自身の心身の

健康のために、またより

良い人間関係作りにもお

役立てください。  

★TTカフェ＠神奈川（横浜市） 

 【「と」タッピングタッチ・カフェ】 

5月31日（火）13：00～14：30    場所：石川町ひらがな商

店街アートスペース「と」（横浜市中区石川町3-108-5）  

参加費：1000円(飲み物代含む)  

申込み：中田利恵（認定インストラクター）まで  

携帯090-4136-9046  メール ynakada@ck9.so-net.ne.jp    

＊毎月最終火曜開催＊ 

★基礎講座Ｃ＠東京（大田区） 

5月1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090-4136-9046  

★基礎講座Ｃ＠兵庫（三田市）5月8日（日）14：00～17：00  

場所：三田市まちづくり協働センター大会議室（キッピーモール6階）  

対象：「基礎講座Ａ」が修了している方  

講師：金森文雄（認定インストラクター） 受講料：500円以内 定員：6名程度   

問合せ＆申込み：金森まで。件名「タッピングタッチ基礎講座Ｃ（5月）」、 

名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）を下記まで  

メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp  携帯090-2193-5607 

★アドバンス講座＠福岡（春日井市）5月14日（土）10:00～16:00  

会場：クローバープラザ 506B研修室  受講資格：基礎講座Aを修了していること  

講師：中川一郎 受講料：1万円（会員9000円） 定員：40人 

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで (①名前、②郵便番号、③住所、④電話番号、⑤メールア

ドレス、⑥ご希望の講座名、⑦受講した基礎講座Aの日付と講師名、を明記の上お申し込みください)  

メール info@tappingtouch.org FAX 059-328-5351 電話 059-328-5350  

★インストラクター研修＠福岡 

（対象限定） 

5月15日（日）10:00～17:00  

場所：クローバープラザ507研修室   

対象：認定インストラクター  

問合せ＆申込み：協会まで  

①4月16日（土）10:00～17:00 ②4月17日（日）9:00～17:00  

③5月21日（土）10:00～17:00 ④5月22日（日）9:00～17:00  

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町3-1） 

講師:中川一郎＆祥子 申込み資格：アドバンス講座または専門講座の修了者。 

（または、基礎講座ＡＢＣを修了していること） 定員：25名  受講料：①②③④各1万円  

申込み：対人援助分野での実績のある方、また対人援助への熱心な思いがある方を優先して受け付けます。 

申込み方法はＨＰで確認の上、必要書類をタッピングタッチ協会へ郵送。定員になり次第締め切り。 

インストラクター養成講座＠東京 

★基礎講座Ａ＠兵庫（三田市）5月22日（日）14：00～16：30  

場所：三田市まちづくり協働センター大会議室（三田市駅前町 キッピーモール６階）  

講師：金森文雄（認定インストラクター） 定員：6名程度 受講料：500円以内    

問合せ＆申込：金森まで 件名「タッピングタッチ基礎講座A（5月）」、名前、住所、

連絡先（電話番号、メールアドレス）を下記まで  

メール ftmsck2@nike.eonet.ne.jp  電話090-2193-5607   

タッピングタッチは

あなたの大切な人が

元気になろうとする

「内なる力」をサ

ポートします。  

★基礎講座Ｂ＠埼玉（狭山市） 5月15日 (日) 9：30～13：00   

場所：狭山市立中央公民館 （狭山市入間川  狭山市民交流センター３階）  

対象：基礎講座Ａ修了者（当日受講証明証をご持参ください）  

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  

問合せ＆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FAXまたはメールで園田まで。  

メール kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp （@pの次の文字は数字の１です）  

携帯070-5544-5493  FAX 04-2958-5097  電話070-5544-5493  

受講料は当日会場でお支払ください。 筆記用具をご持参ください。  


