
ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● リニューアルさせて頂いたベニ－カントリークラブで、お客様、業界の皆様、友人、知人、
いいご縁を結びたい!!―と ミセスリビング1周年ゴルフコンペ開催（86名）

● ニュースレター「MrsLiving」創刊（年4回発刊)
●週刊テレビ京都 掲載

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング2周年記念ゴルフコンペ（107名）
●京都グランドホテル於 インテリアコーディネーター宇津﨑光代を励ます会開催
● アメリカインテリア研修（サンフランシスコ、シアトル）
● アメリカ(ニューヨーク)・カナダ
インテリアデザイン研修（1ヶ月) 

● リビング京都
● 産経新聞掲載
●週刊テレビ京都 掲載
●新聞記事掲載 いきいきタイム
●読売京都ライフ5月号 掲載
●日本繊維新聞 掲載

1986 (昭61)

1987 (昭62)

1988 (昭63)

11月8日 株式会社 ミセスリビング 設立

１Ｆ ショールーム ２Ｆ 打合せ室

Mrs.Living

●「快適な住まいづくり、インテリアコーディネーターの役割」講演会を主催



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング3周年記念ゴルフコンペ（107名）
● 「住まいの中での収納と整理」講演会主催
● アメリカモントレ・インテリアデザイン研修
● インテリアコーディネーター養成講座第１期開講（京都新聞社７Ｆ文化センター）
● ㈱ミセスリビング新社屋完成（長岡京市）、オープニングに能英樹展
●代表・南座於「京都素人顔見世」出演
● 京都読売掲載
●夕刊フジ 掲載

1989 (平１)

株式会社 ミセスリビング 新社屋
１Ｆ ショップ ２Ｆ ショールーム
３Ｆ トータルプランニングスペース

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング4周年ゴルフコンペ（146名）
● 京都新聞主催「おばんざいフォーラム」パネラー
● 「比叡山時報」に「ヨーロッパ見て歩き」執筆(12回)
●京都新聞エッセイ「感じるインテリア」執筆（16回）
● 雑誌ＰＨＰに「さわやかマイルーム」執筆（6ヶ月）
● インテリアコーディネーター養成講座２期生開講
● イタリアインテリアデザイン研修、京都府警指定店となる
● PHP9～11月号 さわやかマイ・ルーム PHPカラット 記事 プチ・リフォーム（お部屋改造）のすすめ１～4
● The Timely 記事１
● 新聞記事掲載 ワールドウォッチング
●京都商工会議所ふれあい 掲載

1990 (平２)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング5周年記念ゴルフコンペ（120名）
● イギリス、イタリア、オランダファブリックと家具研修
● 日本インテリアクリエーター交流協会常任理事就任
● インテリアコーディネーター養成講座3期生開講
●設立5周年記念パーティ ●本社３Ｆ無料ギャラリーとして提供
● 京都新聞 掲載
●日刊工業新聞 掲載
●月刊シゴト 掲載

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング6周年ゴルフコンペ（125名）
● ドイツハイムテキスタイル研修
● ジャパンテックスディスプレイ（幕張メッセ）施工
●宇津崎友見（長女）入社 ●友見、色彩講師スタート
● インテリアコーディネーター養成講座4期生開講
●M &T 技術情報 ●京都商工会議所青年部会報
●京都新聞掲載
●商工連ニュース掲載
●中小企業相談所ニュース はんえい 掲載
●京都商工会議所青年部会報 まいど 掲載

1991 (平3)

1992 (平4)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング7周年ゴルフコンペ（125名）
● トルコ・ヨーロッパ研修旅行・サンコロナショールームのディスプレイ
● 産業会館於 インテリア特招会を主催
● 「インテリアの落とし穴」（後藤みね子・武田完・宇津﨑光代共著）出版と出版パーティ
● 北京の国立大学・中央工藝美術学院のインテリアデザイン・高級訓練研修会で
宇津﨑光代代表が 「日本の女性とインテリア」講演

●インテリアコーディネーター養成講座５期生開講
●イタリア、1ヶ月デザイン研修
● インテリアタイムス 掲載
● サンケイスポーツ 掲載
●リビング 掲載
● 京都新聞 掲載
●産経新聞 掲載
●オンナが頑張る女の会社 掲載
●奈良女子大学住生活学研究室編著『住生活と住教育－これからの住まいと暮らし方を求めて』（彰国社）刊行

1993 (平5)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング8周年ゴルフコンペ（162名）
●北欧福祉視察研修（デンマーク・スウェーデン）
●高山木のふれあいフェスティバル ㈱日進木工ディスプレイ
● インテリアコーディネーター養成講座６期生開講
● 高山講演会と研修会
● 熊本・山梨・北海道・鹿児島於研修会
● テレビ朝日 スーパーモーニング
● 京都新聞掲載

1994 (平6)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング9周年ゴルフコンペ（223名）
● イタリア、フランスインテリア研修
●宇津﨑せつ子（次女）入社
● モンゴルのホテルリニューアル視察と打ち合わせ（ウランバートル）招待される
●デンマークより伊東敬文先生を迎え福祉の勉強会を重ねる
● インテリアと環境の勉強会と風水の勉強会を主催

● 福祉の市民フォーラム「知っていますか？私のまちの福祉の現状を!!」講演会

（ふれあいの街づくりの会発足し代表となる）

● 新都ホテルプレゼンテーション

● 高山市民時報 掲載

1995 (平7)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

●社団法人インテリア産業協会15周年記念 功労者表彰授与
１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング10周年ゴルフコンペ（238名）

● スウェーデン福祉とインテリア研修
● ケルン国際家具展研修
●ふれあいの街づくりの会研究会主催
●京都産業会館於 インテリア特招会を主催
● 香港ホテル視察研修
●隠岐の島福祉研修会参加
● オール飛騨高山木のふれあいフェスティバル㈱日進木工ディスプレイ施工
● モンゴルのホテルリニューアル打合せ（ウランバートル於）
● インテリアコーディネーター養成講座８期生開講
●デンマーク福祉事情勉強会を主催
● ミセスリビング創立10周年記念祝賀パーティ(都ホテル於) ●ミセスリビング 創立１０周年記念誌
● アメリカ研修（福祉施設視察）
● ヒューマンデザインコンペ96受賞
● インテリアタイムス
● 京都新聞掲載
●福祉機器コンペ 京都新聞社会福祉事業団章 受章
●大分合同新聞 掲載
●ライセンス・ライブラリー55 掲載

1996 (平8)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング11周年ゴルフコンペ(203名）
● ブーヤン社とモンゴルホテルリニューアル契約
● 京都商議所・稲盛会頭ミッション（ニュージーランド、オーストラリア）参加
● イタリア研修
● 大分テレビのドキュメンタリ－番組（大分にモデルルームができる迄）に出演

（1年間収録・放映されました）
● インテリアコーディネーター養成講座第９期生開講
● アメリカ福祉の研修
●デンマーク、イギリス福祉研修
●大分バスモデルハウスオープン
● 「ミセスリビング住まいの総合研究所」設立（烏丸御池、時事プレス京都ビル４Ｆ５Ｆ）
● インテリアタイムス 掲載
● 日刊京都経済 掲載

1997 (平9)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

１月（成人の日) ● ベニーカントリークラブ於 ミセスリビング１２周年ゴルフコンペ（２０８名）
● イギリス、ドイツ・ハイムテキスタイル視察研修
● タイ、インテリア研修
● 超高齢化社会を考える研修会を主催
● ミセスリビングゴルフコンペ（180名）
● テレビ大阪３０分番組取材
● 桐島洋子氏のカナダのご自宅訪問と施設見学
● 京都商議所・稲盛会頭ミッション（カナダ研修）参加
●新都ホテルリニューアル完成オープン
● 樋口治先生のフランス１ヶ月研修
● インテリアコーディネーター養成講座第10期生修了
●全国の女性“京都で楽しく集う会”企画主催（100名参加）
●京都新聞インテリアコーディネーター養成講座第10期生修了式・

10周年記念パーティ
● 桐島洋子氏と対談「心から伝わる温かい住まいづくり談義」
● 「椅子」100人展・100脚・100ｍ出展
● SSKPアビリティーズ
● アビリティーズ号外
● 京都新聞掲載 ●月刊オール関西掲載
●産経新聞掲載
●朝日新聞 掲載
●日刊京都経済 掲載
●毎日新聞 掲載
●流通サービス新聞 掲載

1998 (平10)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

● フランス国レンヌ上級商科大学生（ポング・ケアング）をミセスリビング研修生として３ヶ月受ける
● ミセスリビング本社移転（ボイスビル）
● (有)住まいの総合研究所設立
●『Forbes』5月号にて日本の<女性企業家として取り上げられる
● アーバンライフマンションギャラリーオープン
● アーバンライフマンションギャラリー暮らしアップセミナー（企画・運営）
● 府立高等技術専門校インテリアデザイン科講師
●日刊京都経済 掲載
●日刊工業新聞 掲載

●岩倉に「お母ちゃんの住まい」検証住宅を完成!!
● ニューヨーク、インテリア・福祉施設研修
● 「お母ちゃんの住まい」オープニングパーティ（ニューヨークよりピアニスト加納洋来日）
● 「マザーズVOICE」創刊
● モンゴルウランバートル視察、孤児院慰問
● アーバンライフ三条室町モデルルームリニューアルオープン
●イタリア1ヶ月デザイン研修
●ぱるるプラザ京都カルチャー講座「暮らしのセンスアップセミナー」（6回コース）講師
● 「マザーズVOICE」発行
● 「お母ちゃんの住まいから考える」シンポジウム開催（京都新聞社７Ｆ）
● 第８回女性起・企業国際交流事業2000世界大会参加（長崎）
● 『いきいき』12月号に「帰ってきたくなる家」を提唱したリフォームのポイントが取り上げられる。
●マザーズボイス Vol1～2
●京都新聞掲載

1999 (平11)

2000 (平12)



ミセスリビングのあゆみ

● ロシア・モスクワ視察研修
●ロシア・モスクワで「お母ちゃんの住まい誕生」講演
● 「マザーズVOICE」発行
● アーバンライフマンションギャラリーリニューアルオープン
● 「お母ちゃんの住まい誕生」出版と出版パーティ
●滋賀県ショールーム“コミュ”オープン
●けいはんなもんでんプラザショールームオープン
●アーバンライフ御所
●THE EAGLE 株式会社ﾐｾｽﾘﾋﾞﾝｸﾞに見る「ﾘｾｯｯﾄ経営」への道程 13.11
●VITA記事 ●マザーズボイス Vol3～5
●京都新聞掲載
●お母ちゃんの家フォーラム パートⅡ
●女性起・企業家国際交流事業2001世界大会
●上村多恵子の京都この人ええ話52（月刊オール関西記事） 掲載
●聖教新聞 掲載
●読売新聞 掲載
●暮らしの便利帳 表紙 掲載
●KANSAI 掲載
●近畿経済産業局 中小企業地域・集積実施調査書 掲載

2001 (平13)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

● 「お母ちゃんの住まい」商標登録 登録第4587921号
● 「お母ちゃんの住まいから考える」シンポジウム開催（京都新聞社７Ｆ）
●クックチェスト「かくれんぼ」キッチン商品開発
●アーバンライフ三条室町モデルルームオープン
●アーバンライフ御所北モデルルームオープン
●スイス村体験交流宿泊施設コーディネート
●嵐山「マザーハウスひまわり」プロデュース
●くウィメンズのロシアミッション企画
●LUXE記事
●ロシア雑誌 記事
●京都新聞掲載
●高齢者向け優良賃貸住宅「守山やすらぎの家」完成
●お母ちゃんの家フォーラムパートⅢ
●朝日新聞掲載
●アントレ掲載
●『週刊朝日』1月新春合併号に「未来型サービス勝ち残り20社」に取り上げられる。

●商標登録 「マザーズセレクト」 登録第4625172号
●商標登録 「かくれんぼ」 登録第4622645号
●商標登録 「お母ちゃんの住まい」 登録第4587921号

2002 (平14)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

●内閣府認証NPO法人「次世代の家と社会をつくる会」発足
●内閣府認証NPO法人「次世代の家と社会をつくる会」理事長宇津﨑光代就任
●広瀬町商工会主催：テーマバリアフリーを考えた健康な住まいづくり講演
●「お母ちゃんの住まい」野洲オープン
●「03.関西不動産会社年鑑 北川建設
●ザ・リフォーム
●マザーズボイス Vol6
●ワイド実例素人だからできた（経営者会報記事）
●京都新聞掲載
●「妻がオカン化する理由旦那が息子化する理由」出版
●ちゃんこ横綱リニューアルオープン
●経営者会報5号・9号 掲載
●雑誌アントレ掲載
●雑誌住宅情報
●朝日新聞 掲載
●日本物流新聞 掲載
●マザーズボイス Vol7

●商標登録 「マザーズコンサルハウス」 登録第4685906号
●商標登録 「マザーズコンサルハウス」 登録第4685907号
●商標登録 「マザーズマナー」 登録第4716172号
●商標登録 「マザーズマナー」 登録第4695955号

http://www.jisedainoie.org

2003 (平15)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

●「お母ちゃんの住まい誕生」ロシア語版出版
●「お母ちゃんの住まい」TV出演
（TBS・はぴひる/MBS・ちちんぷいぷい/TV東京・リフォーム夢家族）

●ロシア代表団訪日
●テレビ東京「辰巳琢朗の夢リフォーム」で紹介される（４月２４日放映）
●京都「きものギャラリー」オープン
●宮崎県にお母ちゃんの住まい完成（２日間で５００人来られた）
●御所ショールームオープン
●Benny 記事
●マンスリーきんき 記事
●リフォーム便利帳 記事 子供の健やかな成長を促す家づくり
●いい話の新聞 記事
●京都新聞 掲載
●夕刊デイリー 掲載

2004 (平16)

Mrs.Living



ミセスリビングのあゆみ

●京都ユニバーサルデザインシンポジュームの講師
●9月 「お母ちゃんの住まいづくり」海外（露）国際環境連合から
インターナショナルエコロジー賞受賞

●ロシア・モスクワ於「お母ちゃんの住まいづくり」発表
●リーガロイヤルホテルで講演を重ねた
●モンゴル・ウランバートル於「お母ちゃんの住まい」モデルルームオープン
●モンゴル・ウランバートル於お母さん達に講演「住まいの大切さ」
●リフォーム便利帳記事 女性の視点だからこそできる ーマンションの自然派リフォームー、リフォームの達人
●日本物流新聞 掲載
●日露国際フォーラム開催（モスクワ於）
●日露国際フォーラム報告書 団長所感 掲載
●龍谷大学社会学部ジャーナル龍論 掲載
●京都新聞 掲載
●きょうと起業・創業支援シンポジウム 広告掲載
●ザ・リフォーム掲載
●『夕刊デイリースポーツ』に「お母さんの視点でつくった住まい」として掲載

2005 (平17)
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ミセスリビングのあゆみ

2006 (平18)

●「お母ちゃんの住まい」TV出演
（1月29日(日)放映 TV東京『日曜ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾗｴﾃｨ』「にっぽん全国 これぞ自慢！わが家の台所」）
●５月ロシア国の建設フォーラムで「お母ちゃんの住まいづくり」を発表した
●神奈川県に「お母ちゃんの住まい」完成
●７月兵庫県「お母ちゃんの住まい」モデルハウス完成
●青森県に「お母ちゃんの住まい」モデルルームオープン
●８月お母ちゃんとゆくモンゴル研修ツアー（全国から２４人参加）
●１１月滋賀県「お母ちゃんの住まい」モデルハウスオープン
●海外から視察に来られ「世界平和のシンボルですね！」と絶賛されました
●１月から１１月まで全国各地於リフォームフェアで講演
●BUSINESS&LADI記事
●雑誌 はっぴーママ さつきのハマる育児 掲載
●産経新聞 掲載
●（株）ミセスリビング創立２０周年記念・朝日新聞京滋版 記事掲載
●朝日朝日新聞京滋版 広告掲載
●第5回日露国際フォーラム開催（京都於）
●日露国際フォーラム報告書 ご挨拶「世界平和と世代間の合意」 掲載
●カラット 掲載
●工務店新聞 掲載
●ブログ「元気印のお母ちゃん日記」スタート

Mrs.Living
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●近畿大学性（雑賀浩司、三浦崇史君）初の「住育コミュニティ」開催（クレオ大阪中央セミナールーム）
●2007年トップが綴る 仕事の指針・心の座標軸 文章
●club keibun 記事 健やかに心豊かに暮らす 住まいの快適性を求めて
●京都府鍍金工業組合組合報掲載
●club keibun 記事
●京都新聞 掲載
●京都新聞 テレビ欄 掲載●宇津﨑光代・友見共著『大丈夫だよ お母さん！』 （いろは出版）刊行
●『大丈夫だよ 「住まいづくり」はじめの第一歩』刊行
●竹島靖著『住育のすすめ－住まいを考える50の方法』角川ＳＳＣ新書、刊行
●『住育コミュニティin奈良』 開催
●「住育コミュニティ ｉｎ 神戸」開催

●商標登録 「住育コミュニケーション」 登録第5086851号
●商標登録 「親子NLP」 登録第5052771号
●商標登録 「住まいの育成」 登録第5056254号
●リフォーム産業新聞 掲載

2007 (平19)
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●「住育コミュニティ ｉｎ 高知」高知大学生主催で開催
●◆「住育コミュニテイ ｉｎ モンゴル」ウランバートルで開催
●神奈川大学経営学部にて学生と市民約250人を前に宇津﨑親子講演
●日本家政学会中部支部若手の会がシンポジウム「食育・服育・住育」を開催
●次女せつ子、一級建築士合格
●2008年トップが綴る一日一話 仕事の指針・心の座標軸 私を支えた言葉
●雑誌 ステーション 記事 こども・こころ・からだ 掲載 8～9月号
●住宅ジャーナル 記事「お母さんが危ない」 掲載
●曇りのち晴れ 秋号 記事 私のクモハレ物語 その言葉の人に会いたい 掲載
●高知新聞 掲載
●雑誌『からだにいいこと』（祥伝社）に特集「わが家の住育プロジェクト 第４弾」掲載

●商標登録 「楽スルー」 登録第5144259号
●商標登録 「住育アドバイザー」 登録第5139491号

2008(平20)
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●長女友見、神奈川大学経営学部非常勤講師（社会福祉論）就任
●社団法人日本フィランソロピー協会より、企業フィランソロピー大賞特別賞
●モンゴル政府より感謝状授与
●モンゴル雑誌 記事
●「住育コミュニティ ｉｎ モンゴル」文部科学省主催で開催。宇津崎代表講演
●イネイト健康法実践研究会むつう整体の創設者木村仁先生とコラボ講演 記事掲載
●国際経営フォーラム
●神奈川大学国際経営研究所「国際経営フォーラム」
●神奈川大学松岡ゼミ企画 住育コミュニティin神奈川2009
●「子育ての為の住育・食育セミナー」チラシ 21.10.27
●フジテレビ「エチカの鏡」で「住育」が取り上げられ、大きな反響を呼ぶ
●愛媛新聞社主催「住育シンポジウムｉｎ愛媛」開催
●愛媛新聞 掲載
●◆沖縄タイムス主催「住まい夢空間－第23回沖縄県トータルリビングショウ」で講演
●「家族を育む『住育の家』づくり」のＤＶＤ版完成！販売開始。

2009 (平21)
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2010 (平22)

●京都で大人の学校「住育の教室」開催
●第２回「住育塾セミナー」
●第１回住育研究会を開催
●aMBDRaL記事
●エコマム 記事 子育て家族にやさしい家づくりとは？
●とらばーゆNO.28 とらばーゆﾆｭｰｽ
●はっぴーママ 北海道版 記事 「住育（じゅういく）ってなあに～？」
●リビング京都中央
●モンゴル ウランバートルの小学校にて住育授業（5/1～5）
●文部科学省主催「住育コミュニティｉｎモンゴル講演
●京都国際会議場で住育研究所主催の『住育コミュニケーションセミナー』第３期の開催
●愛媛信用金庫主催『 住育 』の講演会
●モンゴルで「住育の家」で使用している自然素材がテレビ取材、雑誌取材で取り上げられる
●京都国際会議場で住育研究所主催の『住育コミュニケーションセミナー』第４期の開催
●岩手県盛岡大学で『 住育 』の授業
●ミセスリビングの設立記念日にＮＨＫの『 ドラクロワ 』全国放映（11月8日）
●愛媛県西条市小学校の家庭科の授業で『 住育 』授業内容「家族が集う住まいの工夫」
●松山の武道館で『 住育の講演会 』開催 主催ドコママ
●１２月４日号の京都の女性のための総合生活情報誌のリビング新聞に
‘京都の街で輝く家族’というｺｰﾅｰに私たち親子が掲載
●住育コニュニティin京都2010
●朝日新聞掲載
●docomama Vol.33掲載
●ITJOBFILE女性企業家の世界でひとつのストーリー掲載
●新建ハウジング

●商標登録 「住育の家」 登録第5302657号
●商標登録 「住育研究所」 登録第5343810号
●商標登録 「住育コミュニティ」 登録第5373578号
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●宮崎県初小学校で『 住育 』の授業
●延岡市の小学校、中学校のＰＴＡの会長・副会長役員さんたち ３００人の皆さんに
『 住育って なぁに？？』、『 幸せに生きるための お母ちゃんの ヒント 』を開催
●●内閣府認証ＮＰＯ「住育コミュニティ」の理事会開催
●『住育』コミュニティ2011 in 宮崎 2011.11.27
●第3回『 住育コミュニティ ｉｎ 京都２０１１ 』開催
●「ＮＰＯ法人次世代の家と社会をつくる会」を「ＮＰＯ法人住育コミュニティ」に改名
●幸せが舞い降りる「住育の家」 出版
●京都新聞 掲載
●京都新聞 市民版 掲載

●東日本大震災復興支援 「住育コミュニティｉｎ岩手」開催
●第一回『 住育研究会 』（19日）開催
●「住育コミュニティin AKASHI」開催
●住育セミナー「住育ってな～に！！」（宮崎県延岡市 14日）
●「住育コミュニティin KUMAMOTO」開催
●「住育講座」開催するumiのいえ主催に講師として派遣 第１回
●住育講演会「住育ってな～に！！」と「夢マップ」による実践ワーク（神奈川県横浜市）
●NPO法人住育コミュニティ通常総会と理事会開催
●「住育の家」づくりセミナー 第１期生開催
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第２回（神奈川県横浜市）
●宇津﨑理事長による基調講演
「第2回とべ子育てフェスタ」もっと暮らしをハッピーに！！～ 夢マップで家族の幸せ見つけよう ～
（愛媛県砥部町）
●住育授業「住育ってなあ～に？」と「夢マップ」実践ワーク（山口県熊毛郡 城南小学校5年生・6年生）
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣
第１回、第２回、第３回合同による質疑応答編（神奈川県横浜市）
●「住育の家」づくりセミナー 第２期生開催
●「住育の家」ミニ講演（愛媛県砥部町）
●住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第４回（神奈川県横浜市）
●◆栢木寛照先生のラジオ番組収録
『栢木寛照熱血説法 こころのラジオ』に住育のお母ちゃんとして「こころのお客様」のコーナーで出演
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第５回
●「住育の家」づくりセミナー 第３期生開催
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第６回
●ＮＰＯ法人住育コミュニティ 最終理事会

●すまいの手引 長野版 記事
家族とつくるエコハウス,

●住育コミュニティ通信発行

2011 (平23)

2012(平24)
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●「住育の家」講演会（京都市 桂中学校ＰＴＡ）
●片山友見理事による神奈川大学住育講義（神奈川県横浜市）
●「住育の家」づくりセミナー 第４期生開催
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第７回
●宇津﨑理事長による住育講演会「大丈夫だよ お母さん」（宮崎県門川町）
●宇津﨑理事長による住育講演会「住育ってなあ～に？」（栃木県小山市）
●「住育コミュニティｉｎ東京」開催（新宿明治安田生命ホール）
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第８回
●２５年度 第１回理事会開催
●朝日新聞朝刊（関西・京滋版）に『住育コミュニティ ｉｎ 東京』掲載
●朝日新聞朝刊（関西・京滋版）一ページに『住育コミュニティ ｉｎ 東京』が３回目の掲載
●『 住育セミナー 』開催！！助産師先生とコラボ講演会（栃木県小山市）
●「住育の家」づくりセミナー 第５期生開催
●「 住育ってなーに？ 」「夢マップ実践ワーク」の講演会開催（長野県飯田市）
●「住育講演」開催（栃木県小山市）
●NPO法人住育コミュニティ通常総会と理事会開催
●「住育の家」の楽しい暮らし方、パート①相談会開催（栃木県小山市）
●「住育講座」umiのいえ主催に講師として派遣 第９回
●定款変更届提出「NPO法人住育コミュニティ」を「NPO法人住育コミュニティ協会」へ名称変更
●「住育の家」の楽しい暮らし方、パート②相談会開催（栃木県小山市）
●「住育講演」京都中小企業同友会建設部会 （京都）
●「住育講座」umiのいえ主催 第１０回（横浜）
●「住育アドバイザー養成講座」第１回 （京都）
●「幸せが舞い降りる家」すまいづくりセミナー（愛知）
●「住育講演：子育て真っ最中お母さん頑張れ！」（京都）
●「住育講演」亀岡市東別院中学校にて青少年育成協議会・心の教育推進協議会共同主催
●（株）メイト様主催「チャイルド保育セミナー」にて住育の視点を含めた講演（東京）
●（株）メイト様主催「チャイルド保育セミナー」にて住育の視点を含めた講演（福岡）
●（株）メイト様主催「メイトサマースクール」にて住育の視点を含めた講演（沖縄）
●（株）メイト様主催「メイトサマースクール」にて住育の視点を含めた講演（京都）
●「住育の家」づくり勉強会（奈良県奈良市 ６日）
●（株）チャイルド本社様主催「チャイルド保育セミナー」にて住育の視点を含めた講演（広島）
●東京へ住育サロン立ち上げ（港区）マンション暮らしを住育視点で検証
●「住育講座」umiのいえ主催 第１１回（横浜）
●「住育アドバイザー養成講座」第２回 （東京）
●「住育講演」（北海道札幌市）
●「住育の家づくり」マスターズコース第１期生 （東京１７日・１８日）
●「住育アドバイザー養成講座」 第３回（２３日・２４日）
●「住育講演」幸せが舞い降りる家（北海道札幌市）
●２５年度 第３回理事会開催（東京港区）
●定款変更「NPO法人住育コミュニティ協会」へ名称変更
◆「住育講演」 大阪府岸和田市
●「住育の家づくり」マスターズコース第１期生 （東京） 「施工取扱店経営講座」改名
●「住育アドバイザー養成講座」 第４回（２０日・２１日）
●「住育の家づくり」セミナーin横浜（小林恵莉子） （横浜）

●「住育コミュニティ」通信 2013春号
●すまいの手引 記事
子どもがのびのび育つ プランニングのポイント、
人を育む家のつくりかた、
子ども部屋 寝室 家事動線、
暮らしの収納計画

●リフォームセールスマガジン 記事 私のヒアリングシート
●リフォーム産業新聞
●今日新聞掲載
●新建ハウジング Vol.614 掲載
●新建ハウジング＋１ 記事 住まい手の声 家づくりで変わる家族 掲載
●住育コミュニティin東京 2013
●朝日新聞 掲載
●よみうりタイムス 掲載

●商標登録 「“住育検定” アドバイザー リビングアドバイザー」 登録第5610490号

2013 (平25)
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2014 (平26)

●出会いが広がる住育フェスタ「新しい絆」の集い」東京品川プリンスホテルにて開催
●「住育アドバイザー養成講座」１期生第５講
●「住育アドバイザー養成講座」２期生第１講（東京）
●「施工取扱店経営講座」 第１期生 第３講（東京）
●ユナイテッドアース主催講演会にて「住育の家」づくりから幸せ家族をいっぱいに！
改めて住環境の大切さを発表（６日）
●「住育アドバイザー」１期生終了証書授与 （東京）
●「住育の家づくり」施工取り扱い店経営者講座第４回目
●「住育アドバイザー養成講座」２期生第２講（東京）
●池袋サンシャインにてリトル・ママフェスタに住育のブースはＮＰО法人住育コミュニティ協会で出展。
住育アドバイザー養成講座一期生の住育アドバイザーによる「夢マップ」の実践ワーク
●志の高い関東のお母さん達が「住育って？な～に？」の研修（東京住育サロン）
●日本をより良くする「住育」仲間の集い食育の関係者とコラボ研修）
●京都コンベンションホールで、住まい取得応援セミナー
●横浜のUmｉのいえ企画の「住育講座」2回講演（東京住育サロン）
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー１期生第５回目（東京）
●「住育アドバイザー養成講座」２期生第３講（東京）
●「住育の家」親子スペシャルセミナーｉｎ仙台（仙台）
●STVラジオ「日高晤郎ショー」出演（札幌）
●２５年度 第４回理事会開催（京都）
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー１期生終了証授与（東京）
●「住育アドバイザー養成講座」２期生 第４講
●住育セミナー 「住育ってなあに？」（岡山県総社市）
●「住育アドバイザー養成講座」２期生 第５講
●住育セミナー 「住育ってなあに？」（高知県高知市）
●「住育アドバイザー養成講座」２期生 第６講終了証授与
●「住育ｺﾐｭﾆﾃｨin東京2014」東京
●住育の家」施工取扱店経営セミナー２期生1講（東京）
●「住育ｺﾐｭﾆﾃｨin東京2014」東京が朝日新聞朝刊（京都・滋賀版）に全面広告掲載
●変えようニッポンの家づくり「新建ハウジング」に住育コミュ二ティin東京2014が掲載
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー２期生2講
●「新建ハウジングプラスワン」に広島のハラケン工舎様掲載（９月号）
●「住育の家」特約店説明会開催
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー２期生３講（東京）
●㈱ミセスリビング社長交代宇津崎光代⇒宇津崎友見代表に
●住育講演 長野県飯田市で住育アドバイザーとマスターズコース受講生によるコラボ講演
●住育ハッピーライフセミナー開催（京都市）
●「住育アドバイザー養成講座」３期生第１講スタート
●北海道札幌市で「住育講演」主催：ブレイン工房（札幌）
●「住育アドバイザー養成講座」３期生第２講
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー２期生５講（東京）
●「住育ハッピーライフセミナー」開催（京都）
●「住育の家づくり」講演開催群馬県桐生市（ふくろうはうす様）
●「住育セミナーin岡山」実行委員会（岡山事務局）発足
●FM桐生ラジオ番組のふくろうはうす住まいるライフにゲスト出演
●「住育の家」施工取扱店経営セミナー２期生終了式（東京）
●「住育アドバイザー養成講座」３期生第３講（東京）

●京都ハウジング 掲載
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●内閣府認証NPO法人「次世代の家と社会をつくる会」発足
●内閣府認証NPO法人「次世代の家と社会をつくる会」理事長宇津﨑光代就任
●「お母ちゃんの住まい」野洲オープン
●スルットKANSAI アソボン 掲載

●「住育アドバイザー養成講座」３期生第４講（東京）
●「東京住育コミュ二ティサロン」でのマンション検収終了
●一般社団法人日本住育協会の理事会（京都）
●「住育アドバイザー養成講座」３期生第５講（東京）
●ブレイン工房主催「安全大会」で「住育の家づくり」コラボ講演
●「住育セミナーin岡山」岡山県
●住育アドバイザー養成講座」３期生第終了式（東京）
●群馬県桐生市「住育講演」ふくろうはうす主催
●群馬県桐生市FMラジオ「住まいるライフ」出演
●未来の子どもにつなげる食と住nチャリティ講演階（札幌市）
●「住育ｺﾐｭﾆﾃｨin金沢」石川県
●朝日新聞の夕刊のテレビ番組の下に住育の住まいづくり掲載（日本住育協会）
●住育コミュニティ協会理事会＆通常総会（京都）
●「住育アドバイザー養成講座」４期生第１講（京都）
●住育の家マスターズコース第３期生セミナー第１講開始（京都）
●住育の家マスターズコース第１期生・２期生研修会（京都）
●モンゴル国自然環境グリーン開発観光省より自然環境優秀メダルを授与
●モンゴル国セレンゲ県トゥンヘル村小学校児童による５０周年記念絵画贈呈される
●京都「住育リノベーション完成見学会」京都市西陣町にて
●１２日「住育コミュニティ ｉｎ 京都２０１５」開催！京都商工会議所講堂
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