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助産師としてできることをアピールしましょう！  

～巻頭言～ 

会長 後藤美子 

 平成最後の新年も瞬く間に１月が過ぎてしまいました。 

宮城県助産師会会員の皆さんにはいかがお過ごしでしょうか。本年もよろしくお願い致します。

平成30年度の事業は会員の皆様のご協力により順調に進んでおります。今年度の目標達成に向

け、更に気を引き締めて活動して参りたいと思います。 

１月の北海道・東北地区助産師会代表者会議(地区懇談会)におきまして、兼ねてより検討して

おりました「災害時の助産活動に係る北海道・東北地区助産師会間の連携支援に関する協定」を

締結することとなりました。災害発生時は会員の皆様のご協力を頂くことになると思います。そ

の節はよろしくお願い致します。詳細は総会時に報告致します。 

さて、仙台でまた、悲しい事件が起こってしまいました。生後1か月の乳児がミルクを与えられ

ずに衰弱死、このような母子をサポートする手段はなかったのでしょうか？行政と分娩施設と地

域助産師との連携がとれていれば防げたのではないかと無念な思いです。いろんな職種の方との

連携の必要性を改めて感じます。 

昨年、12月に「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ

目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が成立しました。条文を

読み、私たち助産師が助産学で学んできたことの内容で、日々、実践していることそのものでは

ないかと思いました。今後、どのような施策が具体化されて市町村事業としておりてくるのか助

産師として注目していかなければなりません。助産師としてできる事をアピールしていく事も必

要ではないかと思います。結婚、妊娠、出産、育児などに家族背景をふまえて関わって活動した

助産師（昭和30年代まで地域で活躍していた助産婦(産婆さん) 

のような活動が求められているように思いました。まもなく平成から新しい年号に変わりま

す。母子保健が更に充実していくことを期待したいものです。 

最後に会員の皆様には一層のご協力をいただき、今年も充実した活動を進めて参りたいと思い

ますのでよろしくお願い申し上げます。会員の皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 
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参考までに 

成育基本法とは、「次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重ん

ぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等

に鑑み、成育過程にある者およびその保護者ならびに妊産婦に対し、必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするもの」 

｢生育過程｣とは出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を

経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいう。」 

「成育医療等」とは妊娠、出産及び育児に関する問題、生育過程の各段階において

生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並び

にこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいう。」 
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 じょさんしフェスタ in みやぎ2018 事業報告          広報委員 新沼映子 

10月8日(月・祝）仙台市太白区中央市民センター・太白区文化センター（たいはっくる）で行われました、「じょ

さんしフェスタinみやぎ2018」に参加しました。このイベントは、育児相談、沐浴体験、おんぶ・抱っこ体験、うぶ

ごえ座の公演、産後クライシスの講演など、盛りだくさんの内容で毎年行われています。 

当日はよいお天気で祝日ということもあり、フェスタは大賑わいでした。来場者は受付などで集計できる分で300

名越え。受付を通らずにいらっしゃった方を含めると、約500名の方がフェスタを楽しんでくれたようです。スタッ

フは70名のご協力をいただき、ピンクのビブスを着て「助産師」をアピールする良い機会とな

りました。 

開催に際し、助産師会会員の皆様や助産師学生、地域の皆様のご協力をいただきました。あ

りがとうございました。 

＜ハンドマッサージ＞開始早々に全席満席！！ 

＜1階受付チーム＞ 

総括：武者文子 

＜骨密度測定＞参加者201名 

＜ゴムチューブを使った骨盤体操＞ 

参加者は16名(妊婦3名)。音楽に合わせて、楽しく筋トレ！  
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＜沐浴体験＞体験型ブース。今年は泡を使った沐浴方法をお伝えしました 154名のママと家族が参加 

＜マタニティヨガ＞ 参加12名 

＜歯科相談＞ 

＜わこねっこ谷井幸恵氏のバランスボール＞ 

ママ15名・赤ちゃん15名・パパ2名参加 

～育児相談・体重測定～       ともこ助産院 伊藤朋子 

 ４階和室少と3階の中会議室の2か所で、体重測定・育児相談を行いました。相談件

数は、合計139名。相談員9名が交代で対応しましたが、ひっきりなしの利用があり、

授乳・オムツ替えなど滞在時間も長いので、いろいろなお話ができました。 

 「初めて、赤ちゃんと2人でJRで出かけました。電車のなかで泣いたらどうしよう

と思って緊張したけど、結構やさしくしてもらえて大丈夫だった。」「〇〇助産師さ

んにお世話になって、あいたくてきました。どこにいますか？」「今度はいつやるん

ですか？」などうれしい声をたくさん聴けました。 

 オムツ変えコーナーでのパパの活躍も頼もしく見えました。回を重ねるごとに、男

性の参加が増えているように思えます。  

伊藤朋子 

＜育児相談・体重測定＞ 

＜ママとベビー産後のヨーガと育児相談＞ 
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講師：良村泰子 

＜ふれあい遊びと育児相談＞ 担当：新沼 

＜アンケート回収ブース＞ 

みやぎ生協の方々にもご協力いただき、 

お土産を配布しました 
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私はベビーマッサージの講師としての参加させていただきましたが、8月中旬から予約を開始し、あっという間に予約がいっぱい

になり、26名が参加しました。ベビーマッサージにも赤ちゃんとご夫婦でいらっしゃった方が多く、パパの参加をとてもうれしく感

じました。そしてマッサージ担当もパパ。パパがベビーマッサージしている姿をママがうれしそうに眺め、赤ちゃんも気持ちよさそ

うにしている、そして話に花が咲く、といったしあわせな時間を、ご参加くださいました方々と一緒に過ごすことができました。   

さっそく自分の教室でも、ご夫婦で参加のベビーマッサージを企画しようと思います。 

通常業務とは違った助産師の取り組みに参加することができ、英気を養う良い機会になりました。皆様お疲れ様でした。 

小野直子 

～赤ちゃん抱っこ体験～      宮橋富美子 

 今年は好天にも恵まれ、多くの方が来場し大盛況でした。個人的に

も毎年楽しみにしているイベントですが、ボランティアスタッフとし

て参加するのは初めてのことでした。私は抱っこ体験ブースの担当で

した。体験ブースでは、午前・午後の2回に分けて、それぞれ前半の

10分間は抱っこについての講義、後半の30分間程は赤ちゃん人形を用

いての抱っこの体験や、スリング、兵児帯、エルゴベビーなどグッズ

を使用した抱っこ・おんぶ体験をじっくりしていただきました。 

 講義の中では、赤ちゃんが成長していく過程でまず「体」を作るこ

とが重要で、そのために素手の抱っこやおんぶをすることで、赤ちゃ

んがしがみつく力をつけてあげる事が大事だと説明していました。ま

た、親子ともに抱っこのタイミングを大事にして、抱っこで赤ちゃん

が寝たら布団に寝かせてあげることを勧めていました。その際、赤

ちゃんが安心して眠ることができるように、寝かせ方の工夫などにつ

いても紹介していました。そして、抱っこ・おんぶでの赤ちゃんの正

しい頭の高さや、抱っこ紐からの転落予防などの注意喚起もしていま

した。 

 参加者は妊娠期の方・そのご家族から、産後は2ヶ月～8ヶ月頃までの赤ちゃん・そのご家族がいらっしゃっていて、みなさんと

ても熱心に参加されていたのが印象的でした。 

 これから赤ちゃんを迎えるご家族からは、「赤ちゃんが心地よい正しい抱っこの仕方を生まれる前に体験できてよかった」とい

う声が聞かれた一方で、産後のご家族からは、「実際に抱っこの正しい高さや抱っこ紐の使い方や工夫の仕方がわかってよかっ

た」や「スリングや兵児帯を試して子どもの反応がみたかったのでよかった」というような声が聞かれていました。両者共通して

いえることは、体験を通じての、抱っこの密着感や高さを実感してもらうことがとても大切だということでした。 

 ブースを担当している中で、たくさんの方々から「来てよかったー」とおっしゃっていただき、助産師としてのモチベーション

も高まった一日でした。このような機会は産前産後の方々・ご家族のみなさんと、助産師双方にとって必要なものであり、今後も

拡がっていくといいなと思います。宮城県助産師会実行委員の方々や運営に携わった関係者の方々に感謝申し上げます。  

 ～ベビーマッサージ～      Andante 小野直子  

宮橋富美子 

じょさんしフェスタ in みやぎ2018 事業報告 
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「いのちの授業」５７名の聴講がありました。 子育てをしていく中で、必ず迎える性について命について考えました 

塩野悦子 

阿部美喜 

高齢出産・高齢社会など、日本

社会のトピックス を交えた講

義。 30名のが聴講 産後クライシスという言葉がメジャーになる中、子育てを夫婦でどう

乗り切っていくかの具体的な方法を講義。42名が聴講 

高橋育子先生 

＜乳幼児のスキンケア講座＞ 

昨年同様のたくさんの聴講がありました。スキンケアに対する関心の

高さを感じました 

宮本由美子 

＜明るく楽しく骨盤底筋体操＞ 

展示ホール最後は、フラダンスも行われ、華やかに 

じょさんしフェスタ in みやぎ2018 事業報告 



 6 

宮城県助産師会だより 

Ｈ30年10月15日（日）助産所安全評価実施報告          ともこ助産院  伊藤朋子 

 10月15日（月）助産所安全管理評価を実施しました。安全管理管理委員の小野直子さんに立

ち会いいただき、日本助産師会の安全管理評価表に基づき、64項目をチェックし合い、情報交

換をおこないました。大崎市の、ははこっこ助産院から開始して、こんの助産院・とも子助産

院・森のおひさま助産院の4助産所を回りました。  

 大崎市のははこっこ助産院では、超音波の装置を新機種に入れ替えたそうで、おニューのお

披露目をいただきました。 

 産後入院専門のこんの助産院は、昨年までは、分娩を扱っていないということで、評価対象

としておりませんでしたが、今年から初参加です。産後ケアはこれから注目の分野です。 

 とも子助産院では、助産所でのお産を説明するためのパンフレットや書類の工夫について、

話し会いました。 

 森のおひさま助産院では、記録の残し方や防災対策についての取り組みをうかがいました。仙台市が6月12日に行っているシェイクアウ

ト訓練に来年は助産院ごとに参加してみるのもよいのでは・・という提案もありました。 

 それぞれ、工夫しながら、特徴あるケアを展開しています。 

 地域密着で、これからもお母さん方に喜ばれるケアを安心安全に提供していけるように、仲間たちと頑張っていきたいと思います。 

Ｈ30年11月13日(火）第2回周産期福祉避難所開設訓練 開催報告     広報委員 山口之雪 

中浜摩美 

【訓練】第2子妊娠中の8か月妊婦と父家族 

 「周産期福祉避難所」とは、妊婦、産婦、及び乳児を要配慮者と捉えて、その心身や生活上の特性をふまえ、適切な支援を行うことで、

避難生活下での健康維持など、災害時の母子の安心安全を確保することを目的として設置するものです。周産期福祉避難所での宮城県助産

師会の役割は、妊産婦へのケアの実施です。11月13日に第2回周産期福祉避難所設置訓練が実施されました。内容は情報伝達訓練、避難所

開設と助産師派遣訓練です。2回目の訓練は東北福祉大学で行われました。仙台市医師会看護専門学校に続いて2校目の開催です。訓練参加

助産師は後藤会長・三澤、青山両災害対策委員・災害派遣助産師役には、須田智美・中浜摩美。記録を広報委員山口です。 

 オリエンテーションのあと、避難所に2組の避難妊産婦と家族が来棟しました。停電の設定で、ヘッドライトで階段を照らしながら避難

部屋まで移動しました。訓練参加助産師の問診と診察があり、避難妊産婦の状態の把握をしていきました。 

 今回も5社のメディア取材があり、宮城県全体の関心の高さが窺えました。しかし一方で、実施側と自治体の考えに温度差があり、実施

前に話し合い調整が必要だと感じました。助産師としては、訓練に参加することで連携方法の確認や情報共有の方法について検討できたほ

か、避難場所が学校であることでの場所の問題、物品の不足の実際について知るよい機会となりました。 

 災害派遣助産師の登録数はまだまだ不足しております。会員皆様の多くの方の災害派遣助産師への登録をお願いします。 

災害派遣助産師

への登録を 

お願いします 

須田智美 

【訓練】産後20日目の産婦と新生児 
物品を確認したが、不足物品が目立った。検討・準備が必要だった 
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 宮城県石巻好文館高等学校2年生徒200名および教職員15名、保護者数名への保健講話にいってまいりました。

好文館高校は私の母校でもあるのですが、前年までの講師の方が、学校と大変良好な関係を作ってくださってい

たので、とても話しやすい環境でした。  

 事前に学校から、生徒からのアンケートより「なぜ虐待が起きるのか」「LGBT」のリクエストをいただいてい

たので、その内容を盛り込み、出産後の赤ちゃんと一緒の生活をイメージできるように組み立てました。 

 生徒さんからは、「保健の授業よりも、より深く学ぶことができました。専門的な仕事に携わってきた方のお

話で、教科書以上の価値を感じました。いつか来るであろう親になる時へ向けて、本当に大切な講話でした。家

族にも、愛することにも、性にも、様々な形があって、それを受け入れていく大きな海のような社会や、人であ

りたいです。自分らしさも、他人らしさも、大切にしていきたいです。」「子育ては大変なものだと、改めて分

かった。子育ての役割を女性だから○○、男性だから○○と決めつけないで、お互いに得意なことを担当するこ

とが大事だと分かった。子育ての際の男性の仕事は、パートナーを支え、助けることだと分かった。」とご感想

をいただきました。「助産師」という専門家からの思春期保健教育が宮城県内の小中高校で数多く行われることを願います。  

講演活動報告のお願い       みやぎ子育て・女性健康支援センター代表  新田みつ子 

あけましておめでとうございます。平成最後の年が明けました。 

5月からは新年号に変わります。 

情報過多時代、お母様たちにとって子育ては不安だらけの毎日です。これでよいのかといつもいつも自問自答しな

がらの日々を過ごしています。自信を持って子育てができるように優しく寄り添う存在で手のぬくもりを母と子に与

え続けなければなりません。専門職である助産師の言動は女性にとって大きな影響力を持っていますので、「助産師

の声明」を熟読し、常に最新の情報を取り入れ、「愛・知・技」を研鑽していきましょう。 

 

  ～会員の皆様が個人で依頼された講演活動の報告のお願い～ 
 当会で依頼された講演のほかに、会員皆様が個人的に依頼されている講演数を、宮城県助産師会活動として報告をお願いいたします。

これは任意ですので、報告してもよいと思われる会員様にお願いいたします。 

報告先：宮城県助産師会 miyagisanba@gmail.com  FAX:022-244-8007 

H30年10月20日(土）「赤ちゃん本舗・マタニティースクール」出張授業・報告     
助産院 Light Snow 山口之雪 

  ララガーデン長町店の赤ちゃん本舗「マタニティースクール」今年度最後の開催です。毎回15組定員で、毎回満員

です。全員が初めて赤ちゃんを迎えるママとパパの参加でした。 

 核家族化・高齢妊娠・少子化等の問題や、身近に育児の先輩がいない現代日本。赤ちゃんを抱いた経験のない女性の

出産育児が増えています。育児は本能的に備わった能力ではないため、赤ちゃんを迎える前のプレ知識はとても大切に

なります。これから育児を夫婦2人で乗り切っていくため、ママの体と心の変化を基礎知識として講義していきます。 

 その後、どのようにパパがサポートをしながら、そして一緒に育児をしていくかを考えていきます。沐浴レッスン

は、デモンストレーションは真剣な顔で聞いていますが、実施は毎回楽しそうです。赤ちゃん模型で抱っこの仕方や、

着替えの仕方や、お風呂への入れ方を通して赤ちゃんとの生活をよりリアルに体験していきます。 

 赤ちゃん本舗のマタニティースクールでは、実際にお湯を準備してくださるので、とても人気のスクールです。様々な場所での母親

学級・両親学級も、育児についての内容も充実できたらよいなと思いました。 

Ｈ30年10月3日(水)「大切な命だから」保健講話 宮城県石巻好文館高等高校   
ほんだ母乳育児相談室  本田由美  

みやぎ子育て・女性健康支援センターからお願いと事業報告 
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      「親になるための教育授業」開催報告      ほんだ母乳育児相談室 本田由美  

 石巻市からの委託事業「親になるための授業」で、石巻市立住吉中学校に行ってまいりました。2年生約

100名が対象でした。住吉中学校は、東日本大震災で大きな津波被害を受けながらも、避難所として機能した

学校です。授業を受けた生徒さんたちは、落ち着きがあり、真剣に講義を聞いてくださいました。講義内容

には、石巻市からの要望で、「LGBT」や「DV」等、生徒さんに何を伝えればよいのか悩むような難しい内容

が含まれます。 

 今年度から、この委託事業の講師を務める私を含め５人の助産師で何度も集まり、互いの発表を切磋琢磨

してきましたが、それでもこの授業の難しさは、深めれば深めるほど痛感されます。例えば、命の尊さや神

秘を伝えたくて、「1回の射精で授精する確率は3億分の1」と話すことが、違った意味で捉えられ、10代の望

まない妊娠を助長するという見解もあります。専門家としての私たちの一言一言が、とても重いということ

を再認識させられた記事でした。 

 授業の後半では、生徒さん一人一人に妊婦ジャケットを着用してもらったり、赤ちゃん人形の抱っこ体

験、そして最後に育児サークル「ベビースマイル石巻」の協力のもと集まった赤ちゃんとのふれあいタイムです。ジャケットや人形

では、恥ずかしがったり、緊張していた表情が、赤ちゃん登場により一挙に緩みます。男子生徒も、いざ赤ちゃんを抱くとなかなか

離さなかったり、「まだ、抱っこしてないので、抱っこさせてください。」と積極的で

す。生徒の優しい表情に、先生たちも嬉しそうです。私たちもほっと胸をなでおろす瞬

間です。 

 後片付けをしながら男性教諭が話しかけてくれました。「LGBTってよくわかんなかっ

たんだけど、今日聞いてよくわかりました。」また、養護教諭が「性の授業をしていま

すが、方向性がまちがっていなかったと安心しました。」と話してくださいました。 

 今回、この事業にかかわることが出来、講師チーム間で意見交換をしたり、パソコン

を教えてもらったりと、普段一人で仕事をしているので、学ぶことが多く、楽しかった

です。 

 

 助産師による産前産後「心とからだのトータルケア」推進事業 開催報告 
有希●助産院● 高橋有希 

 石巻市より委託事業を受け、トータルケア事業を行い３年目となりました。 

 マタニティーの方、産後の母子、祖父母の方を対象に妊婦体験や沐浴指導、ベビーマッサージ抱っこおんぶ体験、現代の

子育て事情などと題し担当助産師が講話などを行ってきました。参加していただいた方々より、「詳しく学び安心し子育て

できること」「聞きたかったこと悩んでいたことを知ることができよかった」と嬉しい感想も頂いております。 

 11月石巻マタニティーフェスタに、このトータルケア事業も一緒に参加させていただきました。フェスタとコラボするの

が初めてでしたので、準備段階から苦戦しておりましたが、石巻市の子育て支援保健師さんと良いものができるよう何度も

話し合いました。結果、来て頂いた方たちより参加してよかったなど評価の高い感想を頂きました。 

 同フェスタに参加していた生協さんやベビースマイルさんのスタッフの方とも交流を持つことができました。 

 これからも地域とつながりながら両親が安心し子育てできるように、また子育てを取り巻く周囲の方や地域の方が安心し

子育てに交流を持てるよう共に考え、成長を喜ぶことができるよう貢献していきたいと思います。  

石巻市委託事業報告 



  
9 

宮城県助産師会だより 

 Ｈ30年6月よりスタートした仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」。仙台市内にお住まいの、参加時に2～4

カ月までの乳幼児とママを対象に、これまでに24回開催され、毎回満足度は高く、キャンセル待ちも出るように

なってきました。 

 今回は、市内5か所にあるのびすくのうち、昨年10月にできたばかり。一番新しい“のびすく若林”のじょさん

しサロン 「ゆらりん」を紹介します。設備もキレイでのんびりゆったりできるのびすくです。サロンも少人数で

アットホームな中で毎回開催しています。子育てのちょっとした悩みや嬉しかった事を、参加されるお母さんたち

と共有したり、赤ちゃんの可愛い姿に癒されながら活動しております。 

 のびすくのスタッフさんによる地域の子育て支援の話も具体的で、これからどこに行けば良いか悩んでるママ達

にはとてもよい情報提供の場になっていると思います。地域ネタ満載で私自身も聞いてて新しい発見があり、とて

も参考になります。時にはお母さん達から美味しいパン屋さんなど、食べもの屋さん紹介もしてもらっています。 

ほとんどの方が、のびすくに来られるのが初めてという事もあり、のびすくのスタッフさんと交流出来ること、何よりこの場に来るきっ

かけとしてこのサロンが活用されていることが嬉しいです。 

 かけがえのない赤ちゃんとの日々がお母さんにとって充実したものになるように、サロンの名前のように「ゆらりん」と寄り添ってい

けるような活動が今後も出来ればと思っております。 

仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」開催報告     若林区新生児訪問指導員 近藤素子 

他のサロンも毎度大盛況です 

～しおがま地区母子保健推進ネットワーク活動報告～   

Ｈ31年1月19日(土)「胎児心拍数モニタリングの読み方」研修報告  坂総合クリニック産婦人科外来 青山幸恵  

＜のびすく若林のサロン風景＞ 

 しおがま地区母子保健ネットワークでは2019.1.19(土)14時～16時に坂総合病院 ２階セミナールームにて第25回目となる研修会を開

催しました。今回は、「胎児心拍数モニタリングの読み方」について、坂総合病院産婦人科医師佐藤孝洋先生に講義をしていただきまし

た。内容は「胎児モニターの歴史」「胎児心拍数陣痛図判読の基本」「日本産婦人科学会、胎児心拍数波形の判読に基づく分娩時の胎児

管理の指針」「胎児心拍波形のレベル分類、その対応と処置 産科診療ガイドライン２０１７での報告事項改訂について」「産科医療保

障制度、再発防止に関する報告書から」「症例提示」と大変内容が濃くあっという間の２時間でした。 

 私は現在外来で勤務し助産師外来、妊婦健診などで、NSTを実施する機会が多いのですが、過去には常位胎盤早期剥離で外来から大緊急

手術に移行した事例もありました。また分娩からしばらく離れているためレベル３～５の判読についていろいろな場面を想像し過去の事

例を振り返る機会となりました。2017年にレベル２でも医師へ報告すると改訂されいろいろな意味で大変驚きました。胎児モニターは、

過小評価が問題、かといってもオーバートリアージも問題

（なんでもCSになるのか）という先生のお話は印象的でし

た。また今後助産師は異常モニターと平衡して超音波診断

装置（エコー）での胎盤や臍帯因子の見方など知識として

一層必要になってくると感じました。助産師として大緊急

事態にすみやかに対応する能力とともに、内診所見、分娩

進行状況とモニターを総合的に評価し、これは待てる、待

てない、それはこのような理由だからといった意見交換

が、産科の先生と助産師間で日常的にざっくばらんにやり

取りできる環境が望ましいと強く感じた研修でした。  
佐藤孝洋医師 青山幸恵 
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一般社団法人宮城県助産師会 
 

仙台市太白区羽黒台21-25 
 

電話: 022（244）8007 

FAX: 022（244）8007 

電子メール: miyagisanba@gmail.com 

～お知らせ～    

一般社団法人 宮城県助産師会通常総会 

（委任状同封） 

 日時：平成31年4月20日（土）10：00～ 

 会場：日立システムズホール仙台 エッグホール 

 

教育講演（通常総会終了後） 

13：30～15：00（受付13：00～） 

 「虐待予防のために助産師ができること 

  ～虐待行動の背景・要因・心理と子どもの 

           発達への影響を学ぶ～」 

 講師：東北大学病院 精神科医 

        菊地沙耶氏（チラシ同封） 

 

次年度 研修会予定 

○宮城県委託平成31年度 助産師人材育成・再教育研修 

助産師のための超音波検査基礎知識～演習～ 
＜2019年8月を予定しています＞ 

今年度の北海道・東北地区研修会は 

 山形県 山形国際ホテルにて  

 9月7日(土)8日(日)開催です 

～平成30年度会費引き落としのご案内～ 

 来年度の会費が2月23日に引き落としになります 

自動引き落とし口座のご確認をお願いいたします 

 次年度の会費引き落としの中止の届出期限(退会

時)は、12月28日です 

みやぎ開業助産師マップ 

（2019年改訂版）できました 

「産後ケア事業について」新たに追加されました。 

各施設でご利用の場合には、miyagisanba@gmail.com
までご連絡ください。ホームページから印刷も可能です 
    

    みやぎ開業助産師マップ係 佐藤由美子 佐藤真理子 

～編集後記～ 

 今年も大盛況の中じょさんしフェスタが開催されました。市町

村事業として、産後ケア事業も始まり、助産師の活躍が求められ

ています。本会の活動が周知され、助産師の活動の場がますます

広がることを願います。ご多忙の中、2月号の編集にご協力いただ

きありがとうございました。6月号もよろしくお願いいたします。 

広報委員 新沼映子 山口之雪 

○性教育について・薬害について・出血についての研修 
 （6月頃 10～11月頃 2020年2月頃を予定しております） 
 
＊決まり次第、機関紙やホームページでお知らせいたします 

～各部会、所属、住所などのご登録の確認をお願いします～ 

 日本助産師会には、勤務部会、保健指導部会、助産所部会の

3つの部会がございます。会員様各自の所属は、ご自分の勤務

状況に合わせて希望の部会に登録できます（助産所部会は、お

産を取り扱う助産院に限ります） 

 その他、転職した、住所が変わった等、日本助産師会ホーム

ページの会員ページから、変更をお願いいたします。ご自分の

詳細がわからない場合は、変わっていなくても変更のバナーか

ら再入力いただけます。何卒よろしくお願いいたします 

お問い合わせ：宮城県助産師会 miyagisanba@gmail.com 


