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NPO法人ファザーリング・ジャパンとは Fathering Japan 

Fathering Japan 
NPO法人ファザーリング・ジャパン
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rFathering = 
父親であるととを楽しもう』
Fathering Japanは、父親支援事業に

よるrFatheringJの理解・浸透こそが、「よ

い父親」では砿く『笑っている父親」を

増やし、ひいては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

代の育成に繋がり、 10年後・20年後の

日本社会に大きな変革をもた5すという

ことを信じ、これを目的(ミッション)と

してさまざまな事業を展開していく、ソー

シャル・ビジネス・プロジ‘ェクトです。

ER閉明開司

設立:2006年 11月
個人会員:420名
法人会員:15社

サボーター会員:8000名

(2015年 1月現在)
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ファザーリング・ジャパンの目指すところ Fathering Japan 

父親であることは楽しい

父親が変われば、

家庭が変わる。

地域が変わる。

企業が変わる。

そして、社会が変わる。

『よい父親』ではなく『笑っている父親』を増やすこと。

それが Fathering~apan のミッションです。
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父親の育児参画の背景 Fathering Japan 

なぜいまイクメンに注目が!?

社会構造・経済状況・ライフスタイルの変化で
子どもを産み育てるととが難しく拡ってきた。

く出産・子育てが困難になる日本の情況〉
-非婚、不妊、院婚(腕産)→少子高齢化社会、労働力減

・離婚(年間 25万件)→ひとり親家庭の増加

-育児ノイローゼ(産後うつ)、虐待、教育問題

・家族モデルの多様化(核家族化75%に)

-都市化/マンション化(地域社会の機能不全)

-縮む経済・伸びない所得(必然的に増える共働き家庭)

女旧来の男女役割や働き方の見直し
=令父親の育児・家事参加、女性の社会進出



Copyright © Fathering Japan5

父親の育児参画の背景

性の育児参画を妨防主な要因

・長時間労働

Fathering Japan 

・男女聞の賃金・キャリア格差(労働市場における男性優位)

・職場の風土・上司の無理解(パタニティハラスメント)

-根強い固定的男女役割分業意識(男は仕事、女は家庭)

・父親のモデルケースの欠如

-夫婦聞の育児経験格差

-母性神話(母親自身の「理想の母親像」への固執)
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65.1 34.9 99.2 0.8
11.7 88.3 9.0 91.0
21.1 79.9 13.6 86.4
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Fatherlng Japan 

総務省f労働力関蜜Jより
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われない理由

仕事の都合
・仕事優先
-帰りが遅い

自
・疲れて面倒
-自分の時間も大事

-扱いが分からはい
.妻の要求通りでき砿い

10.2九

足している 1 18.6% 

その他 1 15.5弘

28.8% 

Fathering Japan 

49.0% 

財島港人ソニー教育財団明代の父親と子育てjー父親の育児愈畿と母親とのパートナーシップについてー (2010)
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ファザーυンタージャパン(F.J) Fatherlng Japan 

• ミナー、年間300回以.t

ファザーυング・ジャパンでは父親の子育て支援、
男女共同移画、ワークライフバランス、パートナー
シッス男性の家事盆地域惨面、イクジイ、児童
慮待問題など様々なテーマで講演やセミナ一、
ワークショップ忽どを開催しています。
絵本やパルージアート、工作、綿子で体を使った
遊び忽ど、子どもの年齢!こ応じて機々 拡コンテン
ツを用意しています。 親子で体を使った遊び嶋監

バパ料理講座



Copyright © Fathering Japan

ファザーリング・ジャパン(F'-')の取組

固に支部、会員400名以上
プロ~‘ノ・プロジェクト型 NPO

ファザーリングジャパンには 2007年 4月に

京で設立し、現在は全国に支部があり 400
を超える会員がいます。父親だけに限5す母

、シニス未婚の若者、学生の会員も含まれ

います。子育て支援の専門家や他の NPOの

も多数います。

従は代表の安藤のみで、他は自5の職を持

なが5参画するプロポノ(各分野の専門家

職業上持っている知識・スキルや経験を活

して社会貢献するボランティア活動)集団の

POです。

プロジ‘ェクトごとに当事者や関心のあるメン

〈ーが集まり専門のチームを作って活動してい

ます。

1 1 

Fathering Japan 

支部
FJ関西 (2012年ア月 NPO化)

FJ九州 (2013年 4月NPO化)

FJ東海

FJ中国

FJ千葉

FJ滋賀

FJ新潟

FJ文京区

FJ東北

団体
タイガーマスク基金

NPO法人コヂ力ラ・ニッポン

NPOえほんうた-あそびうた

NPO法人孫育て・ニッポン

亙ど-
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FJの取組 1.父親の育児参画推進 Fathering Japan 

ファザーリングスクール http://www刷 hering.jp/schooll

親になることは楽しし1。日本初の父親学校。
目指すところは「男性のライフスタイル/ワークスタイル革命」

スキル
平宵τ陵商

の.碍

一 日本初の父親学校として2009年10月1日に開校。男性

ネットワーヴ

パパ友づ〈り

育児を楽しむために必要芯マインド/スキル/知識を学び、

ネットワーク(パパ友)をつくることを通して、「笑ってい

父親Jに芯れるスクールです。 (11期まで開校)

【講座例】ファザーリンク、の極意/子どもの育ちとパパの役割/ワ
クライフバランス/夫婦パートナーシッブ/絵本・あそび/)'¥}'¥
男の家事/ポジティブ子育て(虐待予防)/.パパの危機管理/ライ
プランニングン産前・産後ケア/安全講習/育児の経済・法律/フア
イナンシャjレプランニング/イキメンに怠ろう芯ど

12 
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(J(スクール
しりてパスクールJ等の名称で、

してい
す。 2010年度に横浜市やさいたま市な

7都市で開催した後、北海道から

で全国各地でパパスクールが実施さ
3ます。

(J(スクール
，ている初産向けの母親学級・

しています。パパがで
、妊娠中・出産前後の

ようにザポートするか、仕事と家

ディア忽どをレクチャーしま
。先話パパからの実体践に基づいたアドパ
スをお伝えするととで、 ζれから父親に忽

iプレパパたちに rJ¥H'スイッチjを入れま

13 

Fatherlng Japan 

ファザーリングアカデミー
ファザーリング・スクールの進化形として、
パパ講師幾成をねらいとしたfファザーり
ングアカデミーJをスタートしました。
ンセプトは「パパを育てるパパになるj

f笑っている父親Jになることの素晴ら
さを人々 に伝えるスピーカーになるべく、
知とスキルを磨をきます。
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Fatherlng Japan 

ァザーリング金目フ才一ラム
すべてがζとに!

fファザーリング全国フォーラムjは、
しやすい環境整備をめざし、国や全国の自治体、
元企業と協働で開催しています。
全国から子育て家庭、若者、自治体の担当膿員
女共同参画、子育て家庭支援、社会教育、労働政策、
人事等〉、 NPO、企業、労働組合、
に省参加いただき、
を共通の意識の下で学び合い、
り一層拡大深化させること、父親支援のネットワー
構築することを目的としています。

第1固 ファザーリング室園フョtーラAinしが 2012年2月17日-19日
第2回 ファザーリンク塗国フ;，tーラ'Ainとっとり
第3回 ファザーリング金園フ;，tーラムin力訓
第4回 ファザーリング全国フョrーラムinみえ

14 

2012年11月30日-12月1日
2013年12月20日-21日
2014年6月27日-28日
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FJの取組 2.ワークライフバランス推進 Fathering Japan 

云;両首示虫色主主主正一一一一一一一ー
さんきゅーパパプロジzクト http://www.fathering.jp/sankyu/ 

パパが休めば、日本の子育てが変わる そして社会が変わる

管 ・ふき二;;;t

ーマペンヨザコ〆J(J(・"""]'日三;'I_ワト 『 耐聞とト ク

1: 幽 うつのママ制 ポートしよう !.. ....令 +令1戸で~~.ーメルマガ醐
+ニユース

一一一-一 一日…~I 宣車塾

男性の育児休業取得率 2.03%(H25) 

改正育児介護休業法でパパだけに認められた産後 8週間の

育児休業を「パパ産休」と名付け、この期間に育休を取得

する男性(さんきゅ-}，} ，)を増やすことで父親の育児参画

を促し、子育て家庭における夫婦の調和、親子の鮮を確か

芯ものとする。また企業、園、自治体等におけるワークラ

イフバランスや次世代育成の取組みを推進することを目的と

した、社会変革プロジェク卜です。

男性が育休取得しない理由の 1つが世帯収入の減少です。

経済支援、育休 SNS等でのコミュニティ支援、各種メディ

アに育休パパを紹介し男性の育児の社会醸成を図る啓蒙活

動等を行い、育休を取得したい父親が当たり前に取得でき

る社会の実現に向けて活動を行っています。

15 
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FJの取組 2.ワークライフバランス推進 Falhering Japan 

ダイJトシティを理解できる管理職養成事業

イクポスプロジェクト イクボスが増えれば、職場は変わる!

育児・介護などで仕事との両立!と|悩む部下へのマネジメン卜を修得しよう

-企業コンサルタント
.イクポス講座
・イクポス企業同盟
など

-育児に積極的に関わりたい男性が増えまし

たが、「定時退社」や「育休取得」など男性
の両立を阻害する職場の風土や上司の無理

解といった I}，タ二ティ八ラスメンNと呼ぱl

れる要因が根深くあります。また、政府が成
お |長戦略として掲げる「女性活躍」を実現する

には「男性の育児参画」が必須で、す。そして今後「老親の介護」をしな

ければならない社員も増加します。

「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバラン

ス(仕事と生活の両立)を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、

組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができ

る上司(経営者・管理職)のことを指します(対象は男性管理職に限らす二
増えるであろう女性管理職も)。

FJでは、家庭をあまり省みなかった男性たちを「笑顔の}，} ，Jにしてき

たように、仕事一筋だった管理職たちを「笑顔のイクボス」に変える(変
わってもらう)ための事業を展開しています。
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Ft.Iの取組 2.ワークライフバランス推進 Fathering Japan 

イクポス10ヶ条

ゆ理解
「ワークJ一辺倒ではなく、 fライフJにも時聞

を割く乙とに、きちんと理解を示している乙と

②ダイパーシティ
ライフに時聞を割いている部下を、差別(冷
、r;)せす、夕、イパーシティな経営をしていること

③知識
ライフのための社内制度(育休や介護休暇の
剛度など)や法律(労働基本法など)につい
て、知っていること

l④組織浸透
管轄している組織(部長であれば部内)全体
に、ライフを軽視せす積極的に時間を割くこと
を推奨し、広めていること

⑥配慮
族を伴う転勤や単身赴任など、部下のライフ

に「大きくj影響をおよぼす人事については、
最大限の配慮をしていること

⑥情報共有
育休取得者などが出ても、組織内の業務が滞りな
く進むようにするために、組織内の情報共有の仕組
みを作り、チームワークの醸成、モバイルやクラウ料
化、テレワークなど、可能な手段を講じている乙と

⑦時間捻出
部下がライフの時聞を取りやすいように、会議の削
減、書類の削減、意思決定の迅速化、裁量型体制f
どを進めていること

⑧提言
ボスから見た上司(大ボス)や人事部などに対し、
部下のライフを重視した経営をする重要性につい
て積極的に提言していること

⑨有言実行
イクボスのいる組織や企業は業績も向上するという
ことを実証し、社会に広める努力をするということ

⑩醜より始めよ
ボス自ら、ワークライフバランスを重視し、人生者
楽しんでいる乙と | 

17 
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F~の取組 2.ワークライフバランス推進 Fathering Japan 

母親支援ノ女性活躍推進事業

マザーリングプロジzクト
ママの笑顔を支援!ママたちを工ンパワーメン卜します

(-j- I 

b 川 Fathering Japan マザーリ〉 恒 型竺凶回三日
l グプロラエクト

.6179 

寄寓 川喝1

;0.民 国 軍費強固

50人

「それぞれの時聞にいるママたちが、笑顔に、元気になれ

るようにJが活動コンセブ卜。ママの気持ちに寄り添い、

ママが抱えている問題点を洗い出し、さまざまなママモ

デルを見せる「ロールモテ、ルカフ工」や、「ママの働きたい!

を叶える講座」など、多方向からのアプローチを行います。

ファザーリングジャパンとして、パパ回線からの意識改革

も積極的に行い、ママたちを工ンパワメントし、ナビゲー

ションします。

ロールモデルカフェ

18 
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F..Jの取組 3.イクメンの次ヘ

Jトトナーシツププロジェクト
子どもが憧れる笑顔の夫婦になろう!

育児-家事に積極的な男性が増えてきた一方、父親の母親

化の問題や、家庭内においての役割分担、「公平」や「対等J

Fathering Japan 

増やすことJと同じく大事なもう一つのミッションは「笑っ

ているパパの隣にいるママも笑顔にすることJです。ファ
ザーリングの要は子育てを楽しむことだけではなく、人生 2014年12月フォーラム開催

を共に歩むパートナーを愛し、支えること。夫婦がお互い

の苦労や不安、願望を理解し合い、「我が家の未来像」を

共有することで夫婦の協力関係は強まり、パパもママもそ

して子ども達も笑顔になります。

プロジェク卜では、忙しい毎日に気持ちの余裕がなくてお

互いを気遣うことが難しい夫婦が一緒に微笑み合い、子

どもが憧れるような関係になるために伺ができるかをみな 子どもが撮った夫婦の写真コンテスト

19 
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Ft.Iの取組 3.イクメンの次ヘ Fathering Japan 

男性の地域参画支援事業

イクメンのセカンドステージは地域の子育て(イキメン)
IPTAは、パパの地域参画のパスポート。

メンス~PTA プロジェクト パバザークル支援・連係
害どもの教育で大切な、学校×保護者×地域と (ファザーリング・ユナイテッド)
いう三位一体の潤滑油的となり、保護者が地域

室参画する際のパスポート(きっかけ)にもなる

IPTA。でも、「やりたくなしリという保護者と形

骸化しているPTAが多くみられます。

性別や仕事の有無を間わず保護者が参画しや

すく(したくなる)PTAを増やすことは、父親の

地域参画や母親の社会活躍、そして子ども教育

にプラスとなり、それを目的とした事業です。

12015年1月31目 メンス‘PTAプロジェクト

iご|孤立しがちな父親

にパパ友やパパ

函|サークル作りをサ
.........，-，，，...._… 幽?警|ポート。全国のパ

間 l パサークルの連携

をはかり、情報共有・発信を行い、父

親のネットワーク作りを支援してます。

1 r父親×学校×地域でパパレポリユーションlみん恕でフリー・トーク・ライフ‘日』開催
http://fathering~j凶1_eventl2963
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FJの取組 3.イクメンの次ヘ Fathering Japan 

男性の地域参画支援事業

イクジイプロジェクト(シニア男性の工ンパワーメン卜と地域の孫育て)

笑っているおじいちゃんが社会を救う。
イクメンとイクジイで協働して、
次世代(育次)や地域社会(育地)を一緒に育てていきませんか?

。2011年 12月2C日3"'，パn'餅年J勺りイ・絢，...，1思毎rinX F.I"'(勺 'J-<I

ロ三二2上盆ii
o 2011年 12月 11 臼 pnl~ll l1!'i対 i 日 間相 '->認の胃信長 沼豹宮 5こす畑壇打 ---戸

1 __  禽 ιd 作い位。でと

翠置星監立Z二 l ・Eムふ宅lト 絵い…。2011$10月26日 34弓;=.，(，.，，..同鰐￥剛 士 怜 I r"V-~ 11 
II二 i ゾフイ←匂.火事怒噴切羽

丘三重工立重L 込‘ー--'I -ーーーー四- ..がとわれていま"1亡.町OEZZ旦2 7相官四円 押 河 川 岬 町 制 刊 「 閉12 I 叫相川ユ川の

| とζるに持ってし、くとし丸、。2011隼 8月 18日 qパ3イ ケ Jイヲ， う Aρ011-隼 ラず いゐ前1:1、有令'"浜同 l l と聞い危ソフィー"..ちる
担 三重 工 盟 品 | 路地Eの工酷概ねる.そ

| とで本這ワ続人.OJ<Nliさ
| んに図鑑そ孟υて匂らうこ

翻~ c1¥ t 盆界5脳陣お l rtfJ出雪、
ゼー・ 臨み聞かせこ | た手の"憧"這Oの既入、._プレゼントに | 沙ら少女へかけがえの芯

1.'桝‘'n私m

「イクジイ」とは育児するおジイちゃん

「定年は社会的リタイアではなしリ一定年とは会社組織で

の就労・役割を終えただけです。時聞ができた「就労後」には

長年の仕事で、培ったスキルを活かし、貴重な経験を社会に還|

元できる機会(チャンス)がいくらでもあるのです。この難し

い時代に生きる子どもたちに希望を持たせ、彼らとそして私

たちの未来を輝けるものにするために、イクメンとイクジイで

協働して、次世代や地域社会を一緒に育てていきませんか?

イクジ、イプロジ、工ク卜では、そんな思いを持った(まだ気づい

ていなし')中高年男性の皆さんを様々な事業で応援します。

21 
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FJの取組 3.イクメンの次ヘ Fathering Japan 

男性の地域参画支援事業

イクジイプロジェクト(シニア男性の工ンパワーメン卜と地域の孫育て)

イクジイプロジzクトの2本柱

自身の孫育て

パパママのサポート(補完)
家族の紳

世代聞ギャップ解消

祖父母だか5乙そできること

地域の孫育て

中高年の工ンパワーメン卜

セカンドキャリア
世代間交流・次世代育成

地域力の向上

啓発交流モデルケースの可視化

イクジイスクール

孫育て講座

絵本講座

昔あそび講座

イクジイ座談会

など開催
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FJの取組 3.イクメンの次ヘ Fathering Japan 

思春期の親子支援事業

Stand by Me ~思春期プロジヱクト
親たちへ:我が子のチ力ラを信じよう

思春期の子どもたちへ:自分のチ力ラを信じよう

子離れできないイクメンと、我が子との接し方がわから

ない非イクメン。

一方、思春期の子どもに関する事件や、成人しても自立

でき芯い若者の増加。そこで、我が子が思春期の父親

たちが悩みを共有し、自らの役割を再認識することを目

的とした事業を立ち上げました。「子どものチ力ラを信じ

よう」がモットーのNPO法人コヂ力ラ・ニッポン(http://
|くodilくara.org)との共同プロジェク卜です。

「我が子が思春期のパパ大集合」
フォーラム

2015年1月31日 不霊校児をもっ父親向Itフォーラム開催

『学校に行けない子ども違J--.父親が本気で子どもに向かい合う時~

:llfatherinc.io/fi event/2963 
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F~の取組 4.ダイパーシティ・インクルージョン事業 Fathering Japan 

多様な父親・家族を支援する事業

父子家庭は全国に22
万世帯。そのうち祖父

母の援助もなく孤立し
た父子世帯は.• .約9万。

母子家庭に支給されて

いる「児童扶養手当」

が父子家庭には出ませんでした(※当基金設立

時)。父子家庭への行政支援は乏しく、企業や

会の理解も薄い…。経済不況で経済的に困

し、父親の役割を果たせす、自信を失ってい
るパパがたくさんいます。シンク、ルフアーザー

の貧困は子供の貧困に繋がっています。フレン

チトース卜基金では、そんな困っている父子家

を応援しています。

童扶養手当を父子家庭に拡大する児童扶養

当法改正案の成立に尽力しました。

産後うつの対応と予防事業

ペンギンパパプロジzクト
http:llwww.fathering.jp/sangoutul 

E:52;合fm:7日出ワヒ二~ I 産後のホルモンバランス
産竺女性雪 山ニニ |の崩れに加え、高齢出産
白金rー |の増加、核家族化、母子の

…… '孤立など、様々な社会的

背景により「産後うつ」が

増加しています。

一方で、出産・育児の知識や情報が不足しがちな

父親(夫)は、ストレスで苦しむ母親(妻)を十分

にサポートしきれておらす、さらに夫の常態化し

た長時間労働や単身赴任などにより、妻子が家庭

内で孤立してしまい「産後クライシスJに陥る夫
婦関係が問題と芯っています。出産前や乳児のい

る父親たちへの意識の向上に力を入れ、行政や関

係機関に対しても総合的支援や子どものいる男

性の働き方改善の必要性を訴えています。
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F~の取組 4.ダイパーシティ・インクルージョン事業 Fathering Japan 

多様な父親・家族を支援する事業

障害児のいる父親とその家族支援
メインマン・プロジヱクト

:llwww.facebook.com/fjmainman 

-・・・'固・・圃

発達障害児の『メインマン』

(親友・大切な人)に怒るう

" 発達障害児をもっパパたちを支

‘11援し、子どもとママが家族みんな
MWンフロ山ト |がもっと笑顔になって欲しい。そ

して、地域社会など広く一般に発達障害について

知識を深めてもらい、皆でその子の成長を応援

できるようなユニバーサルな社会を目指すプロ
ジ、工ク卜です。

l 

発達障害の専門家の
講演や支援 NPOを
交えてのパネルディス
カッションを開催

DV・児童虐待防止事業

男たちの非暴力量言

-White Knight Project -
一女性への暴力に、子どもへの暴力に、

同士の暴力に、 NO!ー

暴力から「希望」は生まれない。絶望と

しみしか生まれない。その多くは連鎖し、

私たちの社会をまた脅かす。

これまで、これらの暴力に対して率先し

反対の声を上げてきたのは女性たちでし

た。しかし、こうした暴力の負の連鎖を

ち切るためには、男性たちが積極的に暴

反対の声を上げる必要があります。

本事業では“暴力をふるわなしγ “暴力で

しむ人を助ける"“暴力の芯い社会をめざし、

男性たちに何ができるのか、男性たちは
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4.ダイパーシティ・インクルージョン事灘 Fatherlng Japan 

桝叩句削 加 川 品開l'
hll吋州h.伽~，lpl'.1拠'

ジエウト

ト M恥11www:抱指1削『噂jpll用prof

卵子の老化や高齢出産のリスクが話題になっていますが、
妊の原因の約半分は男性にあります。
性だけではなく男女で共に作るにも関わら歩、
語られることが少怒く、男性の意援も低いのが現状です。

今や男性の育児が義務(育児がやるべきこと〉では主主く緩和j
〈育児を楽しむこと〉であるのと同様に、男性{こも
る性jとしての権利と自由があります。

父親を支獲するファザーリング・ジャパンでは、
関する健康/i権利 (SRHR: Sexual and 
Health and Reproductive Rights) Iこ闘して女性
は忽く男性も当事者として主体的にコミットし、
夫婦関係、不妊、セクシャリティー、
性と生の問題を男女で考えていく社会を目指して活動じ
きます。
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出版事業

u品、F3t弐 -t....1量三eI~.J 1:: T13う!

新しいパパの教科書

新しLag-

J心くの
教科害

ぬう

パパの育児に必要な

『知識JrスキJIIJrマインド』
をわかりやすくレクチャーします。

「子育てにどう取り組んだらいいのか
わから芯い」とお悩みのパパにとって
も、「もっともっと子育てを頑張りたい l
」という意欲あふれるパパにとっても、
役立つ情報が満載です。

生まれてきてくれてありがとう!

J(J( 1年生
「育児をしたいけれど、どうすればいい
の?Jというパパに向けて、妊娠・出
産~赤ちゃんのお世話の仕方、子ども
への接し方・関係づくり、パパと会社
や社会との付き合い方まで、 r}，}，の
基礎知識Jが無理芯く、楽しく学べます。

Fathering Japan 

新しいパパの働き方
直劃も日一世ァゴも「子主記も、
ぜんぶ大切にしたいパパたちへ。

新しい働き方『育キャリ』とは
を徹底解説!
女自分芯りの理想のワークスタイル
ライフスタイルを追求したいパパの
めのガイドブック。
女「仕事も家庭もリという、良い意

で「欲張り芯」パパたちに、新しい
き方を提案します。

ママの仕事復帰のために
J(パも会社も知っておきたい46のアイディア

ママの仕事復帰
ぷ涼味、のために
~6 …………・

出産で、仕事を離れてしまったママ。働き
たいけど、ブランクがあるとなか芯か踏
み出せな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。
マザーリンク‘プロジ、工クトでは「それぞ
れの時聞にいるママたちが、笑顔、に、元
気になれるように」といったコンセプ卜
でママたちを応援する本を作りました。
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PO法人ファザーリング・ジャパン
|干 101・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/ 
民一ル:gyoumu@fathering.jp 
Facebookページ:

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

Fathering Japan 

E 

FJの趣旨にご賛問いただける

賛助会員(個人・団体)を募集中です!

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.fathering.jp/membership 
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