
去る９月８日（日）、神楽公民館にて第２９回母親研修会が行われました。参

加者は２５０名ほど。それぞれ７つの分科会に分かれて、熱心に楽しく研修を

行いました。全体会、７つの部会、いずれも充実した内容でした。

【全体会】坪崎さんのお話に、皆すぐに笑顔

＜ｳｨｽｷｰ、ﾗｯｷｰ、わたしかわいい！＞

開会式】高野会長に代わり、佐々木副会長がご挨拶

【ｸｯｷﾝｸﾞ部会】

クッキング楽しくておいしくて最高です!! 【アロマ部会】

とってもリラックスでき、ゆったりとした時間を

過ごせて楽しかったです。



【美文字部会】

・先生がとても素敵でした。もう少し

自分の時間が持てるようになったら

大西先生の教室に通いたいと思いま

した。

・楽しく教えて頂きました。自分の字

を見直す良い時間となりました。

【誕生学部会】 【護身術部会】

・とても勉強になりました。帰って、子供と ・護身術の実技、楽しく学べました。

きちんと”性”について話し合いたいです。

・子供と向き合って話がしたいなと思う素敵な講演

でした。

【ヨガ部会】 ・ヨガの先生がおもしろく、あっと

【コーチング部会】 いう間の時間でした。明日から仕事と家庭、

・普段、子供にとっている自分の態度、とっても 楽しめそう。

反省しました。相手の話をよく聞く、信頼する、

少しずつうまくできるようにします!
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母親研修会アンケートより

全体会について

○コーチングの先生の話し方、進め方はとて

も上手で楽しかったです。時間も内容も良

かったです。

○「ウィスキー、ラッキー、私かわいい」が

とても良かった。毎日やっていこうと思い

ます。

○短時間でよくまとまっていた。記憶に残る

話術でした。

○普段の生活にも役に立つアドバイスを頂き、

助かりました。

○笑顔の作り方、挨拶の仕方等、とても楽し

く学べ、参加して良かったと思いました。

○お話がとても楽しかったです。笑顔の大

切がよく分かりました。

○人を引きつける楽しいお話でした。時間

があっという間に過ぎました。

○笑顔をすてきにするだけでも自分がとて

も明るい気持ちになることがよく分かり

ました。嫌だなあと思うことがあった時

も、今日教わった事を忘れずに続けてい

きたいです。

○マナーのお話、とても楽しく聞くことが

できました。知っていた事も知らなかっ

た事も少しずつ実践していきます。

○第一印象が大切なことを短い時間の中で、わかりやすく教えてくださりとても良かったです。

○笑顔の大切さ、ちょっとした意識で

自分も周囲の人も楽しく生活してい

けると思いました。

○場をなごませて、笑いあり、実践あ

りで楽しく聞かせていただきました。

○気持ちが前向きになる言葉の数々、

ありがたく聞くことができました。

○教育局の方のアンケートの話が良か

った。現実を知れました。

○気持ちが明るくなって、もう少しコ

ーチングの話が聞きたくなりました。

○ウイスキー大好き。とても楽しくた

めになりました。

○人と、家族と、子どもとの接し方、日々のヒントになりました。
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○お話が上手で楽しかったです。来て良かったと思いました。

○ゆとりのない日々を送っていますが、人に与える印象にも気配りをしていかなければいけな

いなあと感じました。感謝！

○ウィスキー、ラッキー、ぼくかっこいい！を息子にも教えようと思いました。

○坪崎さん最高！ ウィスキー、ラッキー、私かわいい！

○２０分では勿体ない……！もっとお話が聞きたかったです。

○とてもおもしろく、テンポよくて楽しく聞けました。ただ、一人で来ていて知り合いもおら

ず、「向かい合って」等言われてとても困りました。

○コーチングはとても楽しく明るい気持ちになりました。短い時間の中でよくまとまっていた

と思いました。

○自分に思い当たる事が多々あり、これから社会へ出て行く子どもに、絶対教えようと思いま

した。

○せまい。暑い。内容はとても良かった。

○お話、とても楽しかったので２０分では足りない！と感じました。あと、イス席だとうれし

い。足（おしり）が痛かったので……。

○今までで一番時間が短く感じられました。

○とても良かった。もっと長くお話が聞きたかった。また機会を作ってほしい。

○マイクの音が（後方にいたので）聞こえづらかった。

アロマ　43 護身術　18 美文字　３６ ヨガ　33 誕生学　21 クッキング　22 コーチング　42

36 16 27 28 19 21 34

人数 36 12 18 18 18 18 30

％ 100 75 66 64 94 85 88

人数 4 7 7 1 3 3

％ 25 25 25 5 14 8

人数 2

％ 11

人数 1

％ 5

平成２５年度　　母親研修会　アンケート集計結果

①とても良かった

②良かった

③特に良くも悪く
もなかった

④良くなかった

アンケート提出数
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アロマ分科会 癒し処 Ｈａｒｍｏｎｙ 金子幸子様

～ アロマ ｄｅ セルフリフレクソロジー ～

（アンケート回答より一部紹介）

○アロママッサージきもち良かったです。満喫させても

らいました。

○先生のお人柄でも大変癒やされました。トークも素敵

でした。

○今まで出席した分科会で一番好きです!!心も体もリフレ
ッシュできました!!ありがとうございます!!

○リフレクソロジーは本当に良かったです。自分の体と

向き合う時間をありがとうございました。

○とっても気持ちよかったです。

○体が楽になってよかったです。

○リラックスできました。

○受けられて大変満足でした。あ

りがとうございました。

○とってもリラックスでき、ゆっ

たりとした時間を過ごせて楽しか

ったです。

○身体がリラックスできて本当に 良かったです。

○リラックスしてとても気持ち良かった

です。

○アロマと金子先生の素敵な笑顔に癒や

されました。

○とてもよかった。時間が短く感じまし

た。

○リフレクソロジーの仕方がわかったの

でとても参考になりました。

○アロマオイル、身体を癒やしてあげれました。家族にためしてあげたいです。
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護身術分科会 旭川中央警察書生活安全課少年係 夛田大吾 様

～誰でもできる「護身術」 ～
○護身術を覚えられて、かえってから思い出してまたして

みようと思います。

○市内の現状を知ることもでき、実践も学べて良かった。

○とても楽しかった。

○護身術の実技、楽しく学べました。

○護身術をもっと実践的に学べるものと思っていたけれど

も、犯罪の話がやや長かった。もう少し具体的な写真入

り資料などがあると良かった。

○とても良かったです。

○夛田さんのトークが楽しかったです。

護身術をまだまだ身につけたいと思い

ました。ありがとうございます。

○とてもわかりやすくておもしろかった

です。

○役に立ちました!!

○護身術とてもわかりやすく良かったで

す。ありがとうございました。

○護身術、わかりやすくて良かったです。

○楽しかったです。
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美文字分科会 日本ペン習字研究会理事 大西翠映 様

～ 美文字で自分力 ＵＰ ～
○とても良かったです。もう少し

沢山聞きたかったです。

○楽しく教えて頂きました。自分

の字を見直す良い時間となりま

した。

○先生に名前を書いてもらい、嬉

しかったです。

○上手に美しく書けるポイントがわかりよかったです。

○字を書くのがもっと好きになりました。資料の拡大コピーある

いは power point使用などすると見やすいと思います。
○美文字、とてもよかったです。自分の字の書き方をおしえても

らったのははじめてで、嬉しかったです。子供にも教えてあげ

たい。

○普段書いてる名前一つにとっても奥が深いなぁ～と感じました。

勉強になり良かったです。

○特に書き順、目からウロコでえーっ!今まで間違って覚えてたと
いう字があり……。今後気をつけて書かないと子供に間違って

教えてしまうわ!という事で、子と共に学習しなくては……と考
えさせられました。

○書き順、デタラメでした。反省

して子供と一緒に練習します。

○とても楽しく、また勉強になり

ました。ありがとうございまし

た。

○先生がとても素敵でした。もう

少し自分の時間が持てるように

なったら大西先生の教室に通い

たいと思いました。

○とてもわかりやすく良かった。

○短い時間の中で美しく書ける方法を教えていただきました。先生もとても明るい方で楽しか

ったです。

○美文字を書くコツとともに実際に名前を添削していただき、勉強になりました。少しでも美

しい字が書けるよう、今回の研修を忘れないようにしていきます。
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ヨガ分科会 ヨガスタジオ・ミント 舘林千砂子 様

～ 美ボディ＆リフレッシュヨガ ～
○楽しくできあたたかくなりまし

た。

○とても楽しかったです。みなさ

んの笑顔がステキでした。

○ヨガの先生がおもしろく、あっ

という間の時間でした。明日か

ら仕事と家事、楽しめそう。

○とても楽しかった。

○いい運動になりました。知り合

いがいなかったが、周りと仲良

くできてよかった。

○汗もかき、筋肉痛が心配ですが、

リラックスできました。ありが

とうございました!!
○少しきついところもあったが、

楽しめました。

○とても楽しかったです(身体は

つらかったですが)もっとやり

たかった。

○先生はとても楽しい方で、心も

体 もあたたかくなりました。と

ても 楽しかったです。

○気持ちよい汗をかきました。

○とても楽しかったです。

○すばらしいです(つかれました)

○初めてヨガをやったのですが、楽

しかったです。

○子供向けだと思った。恥ずかしか

った。

○密着するのは抵抗がありました。
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誕生学分科会 母乳育児相談室きらり助産師 山崎 幸子 様

～ 家庭で伝える性の話 ～
○我が子は結婚すれば子供ができると

思っていて、性交の部分をどのよう

に伝えたらよいかと思っていたの

で、よいヒントがもらえて参考にな

りました。ありがとうございまし

た。

○なかなか聞きにくい内容の事も教え

ていただき勉強になりました。

○興味があったテーマだったので、参

加できて良かったです。

○勉強になりました。

○すばらしい話でした。何度も聞きたいです。 ○日頃の親子の対話(コミュニケーション)を

自分の心の余裕をもってしていきたいなー

○とても良かったです。同じ講師の方達が と思いました。

そろっていたら、次回は護身や美文字を受け

たいで す。 ○とても勉強になりました。かえって、子供

○私の子供の年が違ったのと性別も違うので ときちんと”性”について話し合いたいで

性についての話、ためになりました。 す。

○女の子６年生の親で、今まさに月経がくる、

こないの話になります。性交についても、月 ○日頃、気になっていても具体的な表現法も

経についても幸せいっぱいの気持ちになれる 含めてよくわかっていなかったので、伺う

よう子供に伝えていきたいと感じました。あ 事ができて良かったです。

りがとうございました!!

○今後の子供の成長に役立

つお話でした。

○子供と向き合って話がし

たいなと思う素敵な講演

でした。

○人になかなか聞けないこ

と、デリケートなこと、

でも大事なことをわかり

やすく自分にもできそう

と思えて良かったです。

○すごくためになりまし

た。
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クッキング分科会 森永乳業(株)M's Kiｃhen 佐野 悦子 様

～ 乳製品を使った彩り華やか洋食 ～
○普段とはひと味違う料理が作れてよかっ

たです。家でも絶対に作ります!

○料理の先生がわかりやすくよかったです。

○クッキング楽しくておいしくて最高です!!
○他の料理への作り方などがわかって良か

ったです。

○おいしく楽しくすごせました。

○乳製品をつかったレシピは家であまりやらないの

で参考になりました。

○楽しく、美味しくいただきました。家でも作って

みます!!試食の事を考えると、お昼時間にぶつける
方がいいかも。例えば１０時頃から始めてランチ

気分でとか♪

○おいしかったし、勉強になりました。

○料理、チームワーク良く楽しかった。(席が決

まっていてよかった)

○おいしいメニューで良かったのですが、調理の

際、慌ただしく時間が短く感じました。

○短時間で３品も!?と思いましたが、皆で分担を
して、手際良く作ることができ、楽しくおいし

い時間を過ごすことができました。またクッキ

ング来年もやってみたいです。あ りがとうご

ざいました。

○クッキングは講師の話もわかりやす

く美味しかったです。

○おいしい食事が作れて良かったで

す。

○おいしかったです! ここで作らなき
ゃ、自分では絶対挑戦しないものば

かりで、レパートリーの幅が広がり

よかったです。
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コーチング分科会 self-esteem代表 坪崎 美佐緒 様

～ 子どもの可能性を伸ばすｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ～
○とても楽しかったです。職場で新人指導のコーチング法はきいたことはあったけど、子育て

でも基本は同じだと思った。でも先生が育児バージョンで話してくれたので具体例がとても

わかりやすかった。

○坪崎先生に力を頂きました。子ども達についつい良い言葉かけができなくて戸惑っていたと

ころ、良いお話が聞けて良かったです。口角をあげて子ども達の話が聞けるようにします。

○わかりやすく大変良かった

○話のめりはりがあってよか

った。

○初対面の方とも話ができ、

貴重な経験をさせていただ

きました。先生から学んだ

こと、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで会話した

内容を思い出しながら実践

してみたいと思います。

○大変ためになり、うれしい

研究会でした。有り難うご

ざいました!
○普段、子供にとっている自

分の態度、とっても反省しました。相手の話をよく聞く、信頼する、少しずつうまくできる

ようにします!
○とても勉強になりました。自分が子供に対して真逆の事をしていたので、今日からは少しず

つでもプラスの声かけをしていこうと思います。

○子供に対して否定的なことばかり言って子供も反抗的でこの頃温度差があったなと思ってい

た所に今日のコーチングを受け肯定的プラス未来質問で乗り切りたいと思いました。

○否定＋過去質問…ばかりしていました。否定の否定も…親はいい子になってほしいと思って

いるのに一番身近な母がこういう風だとダメでしたね。今日学んだことがんばって実践して

いきたいと思います。家庭の中も明るくなりそうですね。

○あらためて、子供はほめないとだめだと思えた。参考にして、接していきたいです。

○子供への接し方が、今の自分の悩みにつながっていることに気づけました。どの方に関わる

にも共通する大切な内容で勉強になりました。

○すばらしかったです。聞くことの大切さを教えていただきました。あとは実践です!!
○気持ちが前向きになる言葉の数々、ありがたく聞くことができました。今日からの日常に役

立てる様にしたいと心から思いました。ありがとうございました。

○大変参考になりました。普段の自分の言動を少しずつかえて子ども達と接していきたいと思

います。

○子供への声かけ、少しでも子供のよさを引き出して、やる気を出したいと思います。

○これを期にコーチングを実践し、良くなれば良いと思います。まず私が成長することを教え

て頂きました。ありがとうございました。

○とても参考になりました。日々の生活に少しずつ取り入れられる自分になりたいです。

○人との接し方よくわかり、心が楽になりました。


