
「遊び込み技法伝承の会」 

「おもちゃ・子育てアドバイザーは時代の心の医者となる」 ２０２１       

～山口県梅田病院 産婦人科医 梅田馨先生（理事・講師）のお言葉～ 

ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会理事長志田紀子・副理事長山本雅子 

「おもちゃ・子育てアドバイザー」有志・理事・講師・育児カレッジリーダー遊び込み歴３年～30年・行政職員等 

事務局   （ここに紹介する遊び込み技法指導者達は育児手帳ⅮⅤⅮ・冊子を持っています。） 

東京事務局  志田紀子   ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 調布市染地   理事長・育児カレッジ会長  

東京事務局  ムーアめぐみ ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 港区南麻布   育児カレッジリーダ・理事 

東京事務局  宮尾益知   どんぐり発達クリニック院長    世田谷区成城  小児科医・推進会理事                                   

東京事務局  吾妻雅子   ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 世田谷区給田  育児カレッジリーダー 

東京事務局  本郷須美玲  ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 墨田区亀沢   育児カレッジリ―ダー 

東京事務局  藤保惟通   ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 日野市南平   推進会監事 

静岡事務局  犬飼和久   いぬかい小児科院長        浜松市和田町  小児科医・設立メンバー 

静岡事務局  鈴木由美   望月小児科プレイグループ主宰   静岡市清水区  育児カレッジリーダー 

静岡事務局  植田寛子   耳鼻咽喉科            島田市旭    耳鼻科医・育児カレッジ  

山梨事務局  望月路花   ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 南アルプス田島 育児カレッジリーダー 

千葉事務局  古賀明子   千葉県公立小学校教諭       船橋市行田   育児カレッジリーダ・理事 

千葉事務局  松村紀美香  ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会 千葉県君津市  育児カレッジリ―ダー 

茨城事務局  伊藤陽子   いとう耳鼻咽喉科クリニック    つくば市    小児科医・理事 

広島事務局  山本篤志   西条ときわクリニック院長     東広島市西条  外科医・講師        

         山本雅子   西条ときわクリニック副院長    東広島市西条  産婦人科医・副理事長 

広島事務局  馬越誠通   まごし医院理事長         東広島市寺家  産婦人科医 

馬越英美子  認定こども園・子育て支援センタ― 東広島市寺家  保育士・幼稚園教諭・理事 

佐賀事務局  内野 稔   内野産婦人科病院院長       佐賀市水ケ江  産婦人科医 

内野 秋子  内野産婦人科病院         佐賀市水ケ江  助産師・講師 

宮城事務局  千坂 泰   仙台日赤医療センター       仙台市青葉区  産婦人科医・理事・講師 

  千坂芳恵   ちさか助産院           仙台市青葉区  助産師・理事・講師 

宮城事務局  小澤里美   ちさか助産院・外遊び込み体験談  仙台市青葉区  元小児科看護師・講師       

宮城事務局  猪狩嗣元   外遊びで遊び込み・元生物学教諭  仙台市太白区  元高校教諭・子育て支援員 

高知事務局  森木由美子  助産院はぐはぐ          土佐市高岡町  助産師・推進会講師 

高知事務局  畠山あゆみ  元保育園・子育て支援センター勤務 吾川郡いの町  保育士・子育て支援員 

高知事務局  髙嶋文子   高知ファミリークリニック助産師  高知市一宮東町 元高知大学病院助産師 

高知事務局  梅下由佳里  高知ファミリークリニック助産師  高知市瀬戸西町 元高知大学病院助産師 

豪州事務局  コットン裕実 オーストラリアで育児学級開設   高知県一宮（実家）助産師・元病院助産師   

大分事務局  伊東幸子   子育て支援センタ―さくらんぼ所長 大分県杵築市  元保育園園長 

宮崎事務局  中西美保   宮崎大学付属病院（元大分県立病院）宮崎市清武町  小児病棟保育士・講師   



１９８９年以来、遊び込みに出会った母親達の願いは 

もっと早く「妊娠中に遊び込みに出会いたかった！」 

今、全員の力で母子の願いが実現した。 

 

育児学級では「手におもちゃを持たせてあげて」「どう！楽しい、いい音ね」と話しかける。 

育児学級では「大丈夫よ、心配ないわよ」「遊び込みに出会ったら自分に自信が持てるわよ」と。 

                                 ただ、それだけでいい。  

●印「育児学級見学研修会提供」場所の紹介（母子参加予約又は直接参加・見学研修申込方法・申込用紙） 

大分県  釘宮誠司  博愛病院院長                 大分市野田     児童精神科医                      

       真っ先に 2歳からの発達障害児・親達に対し「遊び込み技法による支援」を行っている。（ＨＰ） 

       日本で「遊び込み技法」が理解できる、たった一人の素晴らしい、親身な児童精神科医・講師 

山口県  梅田馨・響子 梅田病院理事長               光市虹ケ浜   産婦人科医・理事 

       真っ先に梅田馨先生は講師を 10年以上され「産婦人科医の育児支援」の道を日本で切り開いた。 

東京都  宮尾益知   どんぐり発達クリニック院長         世田谷区成城 発達障害・小児科医 

       真っ先に30年前から小児科医重鎮と共にデイベロップメンタルトイズの意味・役割を指導した。 

●東京都 ムーアめぐみ ＮＰ０法人“遊びとしつけ”推進会理事・講師 港区南麻布     育児学級開設 

       真っ先にデイベロップメンタルトイズを使い込む・遊び込み歴30年 0か月から遊び込みを実践。                

●広島県 山本篤志  西条ときわクリニック院長           東広島市西条中央     外科医 

●広島県 山本雅子  西条ときわクリニック副院長          東広島市西条中央   産婦人科医 

真っ先に先生夫妻は「遊び込み技法普及」の為育児手帳ⅮⅤⅮ完成と共に「育児学級」を開設。 

母乳外来・健常児の育児と発達のケア・遊び込み広場始め育児学級見学研修会  育児学級開設 

●広島県 馬越誠通  まごし産婦人科病院院長            東広島西条寺家    産婦人科医 

●広島県 馬越英美子 認定こども園・子育て支援センター       東広島西条寺家保育士・幼稚園教諭 

       真っ先に夫妻は退院前の母親達に「育児手帳ⅮⅤⅮ視聴機会提供」産科で遊び込み育児学級開設     

●佐賀県 内野稔  内野産婦人科                  佐賀市水ケ江     産婦人科医 

●佐賀県 内野秋子 内野産婦人科                  佐賀市水ケ江       助産師 

        真っ先に「推進会の存在が救いだ」養成講座に感激「助産師の育児支援」の道を築いた。育児学級開設        

●宮城県 千坂 泰 仙台日赤医療センター              仙台市青葉区     産婦人科医 

●宮城県 千坂芳恵 ちさか助産院、                 仙台市青葉区       助産師 

 「育児手帳ⅮⅤⅮ」をたったⅠ回視聴し「遊び込み技法を伝承普及する一人になります」宣言。育児学級開設 

●宮城県 小澤里美 外遊びと内遊びの両方を熱心に実践。                 育児学級開設 

●宮城県 猪狩嗣元 元高校生物学教諭 外遊びを中心に遊び込みを実践し保育士免許取得   育児学級開設 

●高知県 森木由美子 助産院はぐはぐ 子育て支援センタ―等で講師。 土佐市高岡     育児学級開設 

●高知県 髙嶋・梅下・森木さんらが連携。5人のお孫さんに「妊娠期から遊び込み実践し感激」育児学級開設 

●オ―ストラリア コットン裕実 帰国時、千坂助産師、西条ときわクリニック育児学級で研修 育児学級開設 

 （お母さんの髙嶋文子さんが助産師、裕実さんも姉妹も助産師、若い助産師仲間の活躍が楽しみ） 



「遊び込み技法伝承の会」                          2021    

本部事務局 東京都調布市染地２－４２－５６ 理事長志田紀子・副理事長山本雅子 

おもちゃ・子育てアドバイザー有志・育児カレッジリーダー遊び込み歴３～３０年以上 行政職員等   

支部紹介（ここに紹介する指導者達は育児手帳ⅮⅤⅮ・冊子を持っている） 

東京府中市   吉田さゆり 府中市     東京都立小児総合医療センタ保育士 

東京江戸川区  永木幸子  江戸川区北小岩 ながき子どもクリニック  小児科医 

東京府中市   篠崎昌子  府中市片町   すみれクリニック     小児科医 

東京大田区   前田祐子  大田区大森   育児カレッジリ―ダー   妊娠期から遊び込み歴 3年 

神奈川県横浜市 白石万利子 横浜市金沢区  育児カレッジリーダー   遊び込み歴 20年以上  

静岡浜松市   高藤かね子 浜松市中区   浜松市西区役所母子保健  保健師 遊び込み歴６年 

静岡浜松市   濱島 努  浜松市東区   臨床心理士        臨床心理士 

静岡駿東郡   原 泉   駿東郡清水   病院小児科        小児科医 

静岡島田市   伊東充宏  島田市河原   リバティーこどもクリニック小児科医 

静岡榛原郡   岸端友美  榛原郡吉田町  かわしりこどもクリニック 医療関係事務 

愛知県名古屋市 近藤真奈美 名古屋市千種区 病院産婦人科医      産婦人科医 遊び込み歴 5年 

埼玉さいたま市 中村明雄  さいたま市浦和 病院小児科医       小児科医 

埼玉さいたま市 木賊敦子  さいたま市緑区 クリニック保育士     保育士 

埼玉さいたま市 加藤香奈  さいたま市越谷 つむぎ子どもクリニック  看護師 育児学級開設準備  

長野茅野市   武井義親  茅野市     諏訪中央病院小児科    小児科医 

大阪八尾市   田渕裕恵  八尾市大田   産婦人科連携産後ケアセンタ保育士 育児学級開設 

大阪茨木市   原田孝子  大阪府茨木市  大阪大学付属病院病児保育 病児保育室責任者・保育士 

京都向日市   小黒ゆかり 京都向日市   育児カレッジリーダー   妊娠期から遊び込み歴 10年 

兵庫淡路市   植村三津子 淡路市     保育園          保育園看護師 

東広島西条中央 播磨利恵  東広島市西条  育児カレッジリーダー   子育て支援遊び込み歴 15年 

広島呉市    村上千絵  呉市吉備    公立保育園        保育士 

富山下新川郡  井林 操  下新川郡    公立保育園        病児保育・保育士・講師 

山口宇部市   岡村里美  宇部市東須恵  森と海の学校       公認心理士３か月孫と遊び込み 

北海道札幌市  川崎美緒  札幌市北区   病院助産師        助産師 

鹿児島市桜ケ丘 山本直子  鹿児島市桜ケ丘 鹿児島大学看護学部    助産師 

２００７～２０２０年迄 約 1200名以上の優秀なおもちゃ・子育てアドバイザーが全国各地に誕生。 

今回は 2018年～2019年の直近 2年間位の受講者の中で推進会正会員登録の方々中心に有志の方々を紹介。 

２００７年以来、非常に優秀な方々が「おもちゃ・子育てアドバイザー養成講座」に参加されています。2013

年「育児手帳ⅮⅤⅮ・冊子」が完成した事が大きなキッカケで「産婦人科医・助産師の質の良い子育て支援」を

スローガンに出産迄の「母親学級」出産後の「育児学級」として、産婦人科医中心に育児学級が立ち上がり、今

では「育児不安がない母親達」が増えています。２０１５年頃「育児学級ノウハウ」が完成した事がキッカケで

今、「遊び込み技法」を基盤として「多様な職種、地域、多様な形、内容の育児学級」が発展しています。 


