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 宮城県助産師会だより 

目次 

日本助産師会通常総会・助

産師学会開催報告・・・・・・２ 

新役員紹介・災害対策委員か

らお知らせ・・・・・・・・・・・・・・４ 

研修会報告・・・・・・・・・・・・５ 

仙台市・災害協定締結式・６ 

石巻市委託事業報告・・・・７ 

じょさんしサロン報告・・・・・・９ 

田村雪子さん 

新年度になり、早３か月が過ぎてしまいました。宮城県助産師会会員の皆さま、

いかがお過ごしでしょうか。日々ご活躍のことと存じます。日頃より、宮城県助産

師会活動にご協力いただき有難うございます。 

去る５月２６日～２８日に宮城県助産師会担当で仙台国際センターにて行いまし

た平成２８年度日本助産師会通常総会並びに第７２回助産師学会は塩野悦子実行委

員長の多大なご尽力と会員の皆様のご協力により、盛会に終了することができまし

た。参加者の皆さんからは運営が素晴らしい「宮城方式」として引き継いでほしい

との要望がありました。また、宮城県助産師会主催の懇親会も３００名近い会員の

皆さまの参加を頂き和やかな雰囲気の中に楽しく終える事ができました。これもひとえに、実行

委員の皆様、会員の皆さまのご協力のおかげでございます。心より感謝申し上げます。 

さて、４月２３日に宮城県助産師会の平成２８年度通常総会は行われ、主な事業は会員の資質

向上のための研修３回、母子支援に関する活動は助産師サロンの継続、仙台市の委託事業、石巻

市の委託事業などが承認されました。審議事項として連絡網の活用について提案し承認されまし

た。従来、連絡網は安否確認用として会員の皆さまから登録頂いておりましたが、安否確認時だ

けではなく、研修案内や情報の配信手段として活用させていただくことになりました。（当会主

催のイベントのスタッフ募集など、会員様に周知したい事柄は直接連絡が有効であることから）

それに伴い、会員の皆様にはメールアドレスを登録していただくことになります。別紙、案内を

確認の上、登録をお願い致します。 

４月の熊本地震では５年前の震災を思い出すような映像がながれ、胸が痛みました。４月２０

日に仙台市と周産期福祉避難所の運営に関する協定を締結しましたことを報告いたします。詳細

は災害対策委員よりの報告を確認下さい。尚、熊本地震被災の支援金として本会から日本助産師

会を通じて熊本県助産師会に１０万円を送りました。 

最後になりましたが、本年度も会員の皆様のご協力のもと、連携して活発に活動して参りたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 

一般社団法人宮城県助産師会   2016 年 ６月 第19号 

宮城県助産師会のロゴマーク 

石川副代表 後藤代表理事 岡本会長 葛西専務理事 

去る5月12日「看護の日」に、長年にわたり宮城県の看護分野において保健福祉の増進に寄

与し、その功績が顕著な方々に知事表彰が授与されました。当会のみやぎ子育て女性・健康

支援センター副代表の田村雪子さんが表彰されました。表彰された田村さん談を紹介いたし

ます。 

 

「平成２８年５月１２日、「看護の日」知事表彰を頂いて参りました。助産師会諸先輩方、

会員の皆様に支えられて、助産師会の事業、非常勤講師の仕事に従事出来ました。感謝申し

上げます。」 

田村さんは、Ｈ28年度日本助産師会通常総会でも、「日本助産師会会長表彰」も受賞されま

した。おめでとうございます。今後のさらなるご活躍を期待いたします。 

  

平成28年「看護の日」知事表彰・おめでとうございます！ 

巻頭言  「ご協力有難うございました。これからも連携しましょう」 
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Ｈ28年度日本助産師会通常総会・第72回助産師学会が 

仙台国際センターで開催されました。 

日本助産師会通常総会・第72回日本助産師学会が、5月26日（木）から28日（土）の3日

間、仙台国際センターにて開催されました。テーマは「ありがとう 繋がるいのち 見守る

いのち～超少子高齢社会における助産師の役割～」で、東日本大震災で全国の皆様に支援を

頂いたことに感謝の思いが込められました。 

1日目（理事会・都道府県代表者会議・専門部会）は295名が参加し、助産所部会では、開

業助産所の減少と分娩件数減少・嘱託医獲得困難等の現状等、保健指導部会では「保健指導

型開業のための知って得する税の話」の話題提供等、勤務助産師部会では、産前産後につな

がる妊娠期の保健指導内容の充実について等、実りある部会が展開されました。 

2日目（総会）は400名出席で、式典の中では、日本助産師会会長表彰授与式（63名）が行

われ、表彰者代表として宮城県の田村雪子様が謝辞を述べました。すくすく赤ちゃん献金贈

呈式では、「なのはな園」と「子どもの村東北」に献金が贈呈されました。通常総会は、各

議案に対して活発な質疑応答があり、すべての議案は順調に可決されました。懇親会は、ホ

テルメトロポリタン仙台で盛大に行われ（参加者279名）、宮城県助産師会が趣向を凝らしての開催で、余興では『むすび丸』

が登場し、一気に会場は盛り上がり、宮城大学のすずめ踊りサークル“娘すずめ。”による歓迎の舞が、迫力ある笛と太鼓の

生演奏で披露され、お料理は、宮城の食材と幻の銘酒も振る舞われ、「食事もお酒もおいしく、楽しく過ごせた」と大好評で

した。医療のうたごえ合唱団『セデス』の男女混成コーラスの歌声で、若かりし頃の仕事と生活、そして震災の出来事が走馬

灯のように蘇り、心に響き渡りました。 

3日目（学会）は730名参加で、多くの皆様から、ワークショップ（4会場で展開）における学びの充実感、ポスター発表（19

題に参加者369名）による各県の活動の素晴らしさ、映画での感動、川島教授の講演による助産師としての使命感の再認識、お

弁当の美味しさなど嬉しいご意見をたくさんいただいております。 

特別講演Ⅰ「母と子の次世代型健康管理～東北メディカルメガバンク事業三世代コホート調査から～」と題して、東北大学

の菅原準一教授より興味深いデータを示していただき、午後は市民公開講座として「僕がジョンと呼ばれるまで」の映画をご

鑑賞いただきました。この映画は川島教授の脳トレをアメリカの高齢者施設で取り入れたドキュメンタリー映画で、特別講演

Ⅱでは東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授により「脳科学から見た優しい子育てとスマート・エイジング」についてお話

いただきました。後に「年を重ねていってもいろんな面で成長し続けたいと決意でき良かった」とお葉書を下さった方もお

り、大変好評のうちに終了させていただきました。 

このたびの総会・学会の準備・運営が、実行委員19名と協力員154名の皆さまにより、円滑に行われましたことは、日頃の宮

城の助産師連携が功を奏したと実感いたしました。心より御礼申し上げます。 

平成28年度 公益社団法人日本助産師会通常総会・第72回日本助産師学会報告 

総会運営委員長 後藤あき子 

塩野実行委員長・後藤総会運営委員長 
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平成28年度の日本助産師会通常総会・第72回日本助産師学会が、5月26日（木）から28日

（土）の3日間、仙台国際センターにて開催され、無事終了いたしました。1日目（理事会・

都道府県代表者会議・専門部会）の参加人数は295名、2日目（総会）は400名、3日目（学

会）は730名（会員465名、非会員52名、学生118名、一般参加者95名）でした。宮城県助産

師会主催の懇親会の参加者は279名で、3日間の参加延べ数は1425名と予想を上回る参加者数

となりました。このたびの総会・学会が円滑に運営できましたのは、実行委員19名、協力員

154名（うち12名は宮城県看護協会助産師職能委員会からの派遣、57名は助産学生）、のべ

205名のスタッフのご協力の賜物でございます。特に実行委員の皆様は、各係ごとに計り知

れないご苦労があったと思います。しかし、それが一体になって素晴らしいハーモニーが生

まれました。本当にありがとうございました。この素晴らしい経験に感謝して、宮城県助産

師会としてさらに前進いたしましょう。 

実行委員長：塩野悦子先生 

平成28年度 公益社団法人日本助産師会通常総会 

第72回日本助産師学会を終えて（謝辞）     
実行委員長 塩野悦子 

全国総会・ご協力あ

りがとうございました。 
実行委員19名・協力会員様154名・参加してくださっ

た皆様大変お疲れ様でした。盛会となりました。 
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新役員さん紹介 

 今年度から教育委員・広報委

員を引き受けていただきました

方々を紹介いたします。よろしくお

願いいたします。 

新広報委員 藤島忍さん 

●会員の皆様へ                                            災害対策委員長 塩野悦子 

  □日本助産師会を通じて宮城県助産師会では毎年、安否確認訓練を実施しています。 

□毎年2月の第1火曜日の10時に宮城県で震度6の地震（津波なし）発生の想定。 

□災害発生後は、早急に（状況に応じてできる限り）、ご自身のグループリーダー（サブリーダー）に必ず安否の連絡をしてください 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

□配布物１『連絡網リスト』ご自分のグループを必ずご確認ください。【注意】グループ構成は一部変更しております。必ずご確認ください。 

□配布物２『宮城県助産師会 防災マニュアル 2016版』 

  必ずご確認ください。修正追加があれば、グループリーダーか災害対策委員長まで遠慮なくお申し出ください。 

●グループリーダー・サブリーダーの皆様へ 

□事前にグループメンバーとの連絡手段を決めておきましょう。 

□また、できるかぎり研修会などで顔見知りになっておきましょう。 

□安否確認後は、2か所（①と②）にグループの安否状況をお知らせください。 

 ★メールの場合は、件名を「安否」でお願いします。①災害対策本部（後藤美子）miyagisanba@gmail.com  

                         ②災害対策委員長（塩野悦子）siono@myu.ac.jp 

 

□連絡等で支障がある場合は、遠慮なく災害対策委員長にご相談ください。 

□『平成28年度連絡網リーダー・サブリーダー会議』へのご出席をお願いします。 

→平成29年1月21日（土）13-15時予定（後日ご案内を送付いたします） 

 

 

新教育委員 本田由美さん 

今年度より教育委員を務めさせていただきます石巻市

の本田です。石巻赤十字病院で１０年勤務し、母乳育

児相談室を開業して２０年になります。分からないこ

とだらけですので、色々教えてください。宜しくお願

いします。 

藤島忍です。３月までJCHO仙台病院（旧仙台社会保険病院）

で働いておりました。心理カウンセラーの資格を持っており

ますので、今後カウンセリングを通して周産期のメンタルヘ

ルスの分野で活躍していけたらと考えております。開業に向

けて準備中です。よろしくお願いいたします。 

今年度の当会の活動が益々活発になりそ

うですね。よろしくお願いいたします 

災害対策委員からのお知らせ（下記□欄にチェックをしながら、必ずお読みください）  

★今すぐ、スケジュール表に下記4点をご記入願います 

①本年度の安否確認訓練日：平成29年2月7日（火）10時 

②連絡網グループ名 

③グループリーダー名（サブリーダー名） 

④リーダー（サブリーダー）連絡先・・・・・必ずご登録ください 

 

 

必ずご登録を 
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 しおがま地区母子保健推進ネットワークは震災後の2011年5月に坂総合病院、いけの産婦人科小児科医

院、遠藤マタニティクリニック、ウィメンズクリニック利府、開業助産師の笠松愛子さん、高津真理子さん、松島

病院がメンバーとなり、震災後のしおがま地区の母子保健の推進と看護力の底上げを目的に立ち上げまし

た。立ち上げから今年で6年目に入ります。毎月1回地域に出向き、ベビーマッサージと育児相談会を行って

おります。助産師会からの支援もあり、継続して行うことができており、毎回好評を得ています。看護力の底上

げとしては毎回講師の方々のご協力をいただき3ヶ月に1回のペースで研修会を企画し開催しております。今

回は15回目の研修となり、以前から参加者からの希望の多かったソフロロジー式分娩についての研修を行い

ました。ソフロロジー式分娩は昨年6月に分娩の取り扱いを行わなくなったいけの医院で実践されていたことも

あり、当ネットワークのメンバーで、いけの医院で勤務されていた押切良子さん、青山幸恵さんが講師となり研

修を行いました。総論として青山さんがソフロロジー法とは分娩を体験した母が自分の力で生んだという自信

を持ち、その後の育児にも影響すること、困難な状況でも肯定的に受け止め対応できる、出産をゴールでは

なく育児のスタートとして捉えその後の育児、生き方へも通じること、実技として押切さんにお産の状況にあわ

せた援助方法として、具体的な声がけや呼吸法、弛緩法を教えていただき、参加者も実際に呼吸法、弛緩法

を行い、リラックスした時間を過ごしました。参加者からは助産の原点に戻って学ぶことができた、お産って、

助産師ってこうあるべきだと思った、具体的な支援について理解できたとの感想がありました。今回の研修を

生かし、産婦が自分のお産を受け入れよいお産だったと思うことができ、自信をもって育児に取り組めるようサ

ポートしていきたいと思います。 

押切良子先生 青山幸恵先生（中央） 

平成２８年２月２１日、仙台市シルバーセンターにて「新生児の観察と救急時の対応」につ

いて研修会が開かれました。倉敷中央病院より総合周産期母子医療センター主任部長の

渡部晋一先生をお招きしご講義頂きました。当日は約１００名程の参加者で会場内はほぼ

満席でした。非会員の助産師や産科勤務の看護師さんの参加も目立ち、日々医療現場で

関わる新生児ケアへの関心度が伺えました。研修会では出生直後、生後数時間、退院頃ま

での生後数日間、それぞれの時期に応じた観察ポイントをとてもわかりやすくお話頂きまし

た。我々助産師に必要な観察視点など、具体的で即活かせる内容満載でした。日々医療が

進歩する中、新生児医療も私がNICUに勤務していた１０年前の頃とは変化した点も多く、恥

ずかしながらとても新鮮で興味深く聞き入りました。時折ユーモアを交えながらの講義は専

門的な内容でありながらも堅苦しくなく、渡部先生のお人柄が伝わってくる和やかな研修会

となり、あっという間の２時間でした。講義の中で一般的に正常新生児と言われる正期産児

は、本当に「正常」と言えるのか、という問題提起がありました。胎外生活への変化にどの赤

ちゃんも容易に適応できるわけではなく、本当の意味で「正常」新生児といえるのは生後一

か月してからでなければわからず、それほど生後一か月間は胎外生活に順応していく、と

ても大切で難しい時期であるという認識をもって日々ケアをしてほしいと強調されていたこと

がとても印象的でした。正期産児が急変した症例なども紹介され、NICUで未熟児に関わっ

てきた私は正期産児に対して少々甘い認識であったことに気づかされました。今回の研修

のサブタイトル『あなたの観察眼がその後の赤ちゃんの予後を決める』ということを再認識

し、赤ちゃんを診る、看る、新しい、正しい知識習得の必然性、そして責任の重さを改めて

痛感した意義深い研修会でした。 

研修会報告 
H28年1月～6月までに行われた研修

会の報告です。今年度も会員皆様の

ニーズに合わせた研修会をご用意し

ております。CLoCMipレベルⅢ対応

の研修会や新生児、乳幼児へのケア

のスキルアップ研修会など予定して

おります。 

川村友紀さん 

「ソフロロジー式分娩について」の研修会報告 松島病院 川村友紀 

    仙台市太白区新生児訪問指導員 根本靖子 

「新生児の観察と救急時の対応」研修会報告 

渡部晋一先生 
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仙台市と「周産期

福祉避難所」の運

営に関する協定を

結びました 

災害対策委員 青山幸恵     

4月23日の宮城助産師会総会の後に、午後から開催されました。参加者数は112名。助産師以外に

も、児童相談所の方や保健師さんなど多種多様な方々の参加がみられました。精神科疾患は、とて

も関心のあるテーマであるためと考えられます。病院に勤務していると、精神科疾患のある方は以

前に比べ増加してきていると感じます。どのように関わっていけばよいか、迷う時があります。今

回、講師の高田美和子先生のお話では、症例報告があり加えて質問時間も設けていただき、得るも

のが多くありました。近年では、統合失調症やうつ病以外にも、パニック障害・発達障害などのい

ろいろな疾患がある方がいます。妊娠中および産後のホルモンの変化の項目で、生理的に心が脆弱

な状態のときに精神的な悩みが加われば、容易に心の病を発症してしまうことに納得がいきます。

EPDS、赤ちゃんへの気持ち質問票、育児支援チェックリストを使用しながら、早期介入をし、産後

うつハイリスク者への対応で介入することにより9割の方が良くなるということでした。そして、

産後に特有なうつ症状のあらわれかたで「母乳へのこだわり」のために母乳を出すことにのみとら

われて、育児に支障をきたすという話がありました。周産期にかかわり支援をしていく立場にとっ

て、ママたちを不安にさせないように、楽しく育児ができるように母乳育児も大切ですが、ママの

体や赤ちゃんも大事にしていきたいです。虐待児の背景には養育を懸念する看護記録が見られると

いうことです。早期に、病院から地域へとつながることが大切だと思いました。 
高田美和子先生 

仙台医療センター 洞口信子 

「精神疾患のある妊婦・母親への支援」研修に参加して 研修会報告続き 

４月２０日（水）１４：００より仙台市役所本庁舎３階秘書課第一応接室に於いて

「周産期福祉避難所」の運営に関する協定の締結式が行われました。今回、仙台市と協定

を結んだのは、宮城県助産師会、仙台市医師会、仙台徳洲看護専門学校、東北大学病院の

４か所です。東日本大震災では、産前産後の母子への支援体制は不十分だったという経験

から、仙台市と、仙台市医師会看護学校と仙台徳洲看護専門学校は、災害時に産前産後間

もない母児を受け入れる「周産期福祉避難所」を開設する協定を結びました。東北大学病

院とは、分娩に対応する市内の医療機関と連携し「周産期福祉避難所」に受け入れ調整な

ど医療連携に関する協定を結びました。宮城県助産師会は「周産期福祉避難所」への助産

師の派遣協力に関する協定を結びました。災害発生時に「周産期福祉避難所」が開設され

仙台市から要請があった場合、宮城県助産師会では、妊産婦の心身のケアや母児への支援

のために助産師を派遣します。また、医療施設への転送が必要な場合は、仙台市と連携し

ながら大学病院への連絡など対応していくこととなります。予定日まじかの妊婦や産後間

もない母児に焦点を当てた「周産期福祉避難所」の開設は、県内では仙台市が初めてとい

う事です。奥山市長は「災害発生時に、医療と近いところで、日常を加味しながら、妊産

婦を守るにはどうしたらいいかを考えてきました。宮城県助産師会等の協力もあって、医

療、場所、人員の確保ができ、課題をひとつ乗り越えることができました。」と述べまし

た。仙台市では、来年度は、更に市内の看護師養成施設（大学等）と話し合いを進め、

「周産期福祉避難所」の開設拠点を増やす予定とのことです。今後、宮城県助産師会で

は、災害対策委員を中心に仙台市と「周産期福祉避難所」の運営や具体的な動き方につい

て引き続き検討を進めてまいります。会員皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

青山災害対策委員 後藤会長 奥山市長 あき子副会長 
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石巻市委託事業報告 

石巻市委託事業は今年度も続くこ

とになりました。昨年後期から始まっ

たこの事業も軌道に乗っています。

石巻市近辺の会員皆様が主に仕

事の合間に運営してくださっていま

す。仙台市からも出張して頑張って

います。 お手伝いいただける会員

様大歓迎です。宮城県助産師会

までご連絡くださいませ。 

胎内記憶を話す本田さん 

「産前産後の心とからだのトータルケア」推進事業報

石巻市新生児訪問指導員 吉田千佳子 

 2月のこの事業の報告をいたします。2月は河南子育てセン

ターパプラ・河北子育て支援センター・なかよし保育園子育

て支援センターの3か所で開催されました。胎内記憶の話し

や沐浴体験、抱っこやおんぶの仕方、出産と呼吸法等多岐に

わたる内容です。参加者は妊娠中のママやパパ、産後のママ

です。妊娠中のママと参加したパパからは「ママに何をしてあげればよいのか聞きた

い」という質問が印象的でした。助産師とママが直接お話ができる場所があるという

のは、とても貴重なことだと実感します。アンケートもほとんど満足との回答でし

た。今年度も引き続き頑張って運営してまいりたいと思います。 

抱っこの仕方・小田嶋さん 

出産・呼吸法の講義をする吉田さん 

3/29で、週1回の昨年度の妊産婦相談が修了となりました。担当の保健師

さんと、手探りではじめた事業でしたが、順調に展開することが出来まし

た。3/8の集計で、6月からの事業で、230名の親子の利用がありました。

満足度アンケートでも、ほぼ100％で「満足」評価をいただきました。相

談内容も、母乳育児に対するものがほとんどで、助産師の特殊性への期待

を強く感じました。昨年度は、事業を軌道に乗せる目的で、担当助産師1

名で、保健師さんとの連携を強めました。今年度からは、助産師3名体制

で、ローテーションで担当していく予定です。相談事業の周知が、大きな

課題ですが、新生児訪問の助産師や、大手スーパーでの相談室担当助産師

など、助産師会のつながりからの紹介が、大きな支えとなってくれていま

す。妊産婦相談が、石巻地域に定着するように、どうぞお力添えいただけ

ればと思います。 

妊産婦相談事業「助産師によるマタニティー＆母乳相談」報告 

ほんだ母乳育児相談室 本田由美 
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石巻市少子化対策の一環として子育てパパ育成事業が2月19日に石巻市で行われま

した。宮城大学看護学部の塩野悦子教授が講師で「お父さんの大切さ」「女性のマタ

ニティ人生における男性の大切さ」をテーマに日本の育児環境の現状や産後クライシ

スなど起こりうる様々な状況を踏まえて、夫婦がお互いにどのように関わっていくと

良いかを学ぶことができました。マタニティ体験では「お腹が重くて仰向けに眠れな

い」「明日から掃除や洗濯やります」オムツ交換では「思っていたより難しくて今回

体験できて良かった」という意見を聞くことができました。育児経験者の方からは

「もっと早く知りたかった」などの声も聞かれました。夫婦に家族が増えるとき、心

と体の変化を知ったうえで親になるための準備をすることが大切だと改めて学ぶこと

ができました。 

石巻育ＭＥＮ講習会～備えあれば憂いなし～に参加して 

石巻赤十字病院 菅野りつ子 

石巻市委託事業報告 

産前産後のママ達だけでなく、結婚前の

男性や中学生の講座も運営していま

す。出産・育児の現場の声が届くといい

ですね。 

講師：塩野悦子先生 

お産劇：高橋さん・小田嶋さん・吉田さんの迫真の演技 

「親になるための教育事業」に参加して 東北大学病院 高澤李穂 

私は今回住吉中学校での「親になるための教育事業」に参加しました。今回は初めて石巻のベビースマ

イルの親子の皆様にも参加していただき、お子さんを中学生が抱っこしたり、お母さんに「何キロです

か？」「何歳になるんですか？」と尋ねたりと積極的に関わる様子が印象的でした。妊婦体験ジャケッ

トや赤ちゃん人形の抱っこ体験では恥ずかしさや照れからかそっけないような態度だった生徒さんも、

実際に赤ちゃんと接すると「かわいいね」と目を輝かせていたり、小さい妹や弟が居る友達に「どう

やって抱っこするの？」と聞いていたりと、赤ちゃんに興味を持って大事に接しようとしている姿勢を

感じました。講義を通して自分の心と体を大切にすることを学び、その後赤ちゃんとふれあうことで、

自分が親になった時のことを考えるきっかけになったのではないかなと思いました。私は今回初めてこ

の事業に参加させていただきました。普段病院では女性を対象にして業務を行っており、助産師は女性

によりそう職業というイメージが大きくなっていました。しかし、今回の事業で中学生の男の子たちが

真摯に取り組む様子をみて、男性も家族をつくりあげていく一員であることを実感し、男性に対しても

様々な面での支援していくことが必要だなあと改めて感じました。 

筆者：菅野さん 

講師：武者文子さん 



 9 

じょさんしサロン 

今年度もじょさんしサロンは継

続しています。今年度は、昨

年度LEADYFORの寄付サ

イトでの寄付金で継続してい

ます。石巻のじょさんしサロン

は、「産前産後のトータルケ

ア」推進事業となりました。 

じょさんしサロン日程（のびすく長町南・のびすく泉中央・助産師サロンしおがま） 

5月19日に助産師サロンを開催 いたしました 

しおがま地区母子保健推進ネットワーク 青山幸恵 

しおがま地区母子保健推進ネットワークでは5月19日に助産師サロンを開催しました。今

回の会場は、塩釜市の「つどいの広場」です。お母さんと赤ちゃん8組の参加でした。マ

マのウォーミングアップから始めて、ベビーマッサージを行いました。終始和やかに会が

進みました。マッサージの後は、みんなで情報交換の時間です。今回は経産婦のママ達の

参加が多く赤ちゃんの便秘の対処法とか、離乳食の工夫とか経験談を沢山お聞きすること

が出来ました。あっという間の2時間。楽しく過ごしました。今回の講師は、青山幸恵

（筆者）、お手伝いは笠松愛子さんと、千葉佳子さんでした。 

写真奥：講師の青山さん 

のびすく長町南 

（＠ママコニュベイビー） 

７月８日 

９月９日 

１０月１４日 

１１月１１日 

１２月９日 

１月１３日 

２月１０日 

３月１０日 

第2金曜日 

１４：００～１５：３０ 

のびすく泉中央 

（こあらっこ） 

７月２７日 

８月２４日 

９月２８日 

１０月２６日 

１１月３０日 

１２月２１日 

１月２５日 

２月２２日 

３月２２日 

第4水曜日 

１０：３０～１２：００ 

助産師サロンしおがま 

７月１５日  多賀城市山王公民館 1階和室     

８月２５日  多賀城市山王公民館 1階和室     

９月２１日  利府町 葉山   ペアキッズ             

１０月（未定）松島保健センターどんぐり

（予）  

１１月１日  利府町 （十府の里プラザ内） 

   子育て広場 十府っ子      

１０：００～１２：００   

じょさんしサロンの協力会員を随時募集しておりま

す。泉中央は、親子ふれあい遊び「0歳児が楽しめ

る企画」のできるインストラクターを募集していま

す。興味のある方は、見学していただいても構いま

せん。宮城県助産師会までご連絡ください 



助産師はここにいます 

お問合せ先 

一般社団法人宮城県助産師会 

仙台市太白区羽黒台２１－２

５ 

022（244）8007 

FAX: 022 (774) 1970 

電子メール: 

miyagisanba@gmail.com 

じょさんしフェスタ開催決定！！  

編集後記  

      日時 ９月4日（日）１０時〜１５時予定 

  場所 宮城総合支所 保健センター 広瀬市民センター 

 

 今年度も宮城県助産師会の活動がパワーアップしています。特集いたしましたが、日本助産師会通常総

会が仙台国際センターで行われ、盛会で終わることができました。行政との委託事業も増えてまいりまし

た。そして、CloCMiPクリニカルラダーレベルⅢ対応の研修会も用意しております。じょさんしフェスタ

も控えて、休む間もなく活動してまいります。会員皆様のご協力何卒よろしくお願いいたします。そし

て、今回も会員様にお手伝いいただきながら機関紙を発行できました。ご協力いただいた方々ありがとう

ございました。また次号もよろしくお願いいたします。            広報委員 山口之雪 


