
 

宮城県助産師会 

事務所移転 
 

宮城野原の事務所から下記へ

移転いたしました。 
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宮城県助産師会が社団法人になり３年に

なり、今回は理事役員も交代致しました。会の

運営も心機一転、それぞれの部会会員が活

発に活動するとともに３部会が連携し、女性へ

の支援、母子支援を更に充実させていきたい

ものです。会員の皆様の忌憚のないご意見を

お願い致します。 

最後になりましたが、社団法人日本助産師

会創立85周年記念式典にて厚生労働大臣

表彰をいただきました。皆様のご支援のお陰と

感謝申し上げますとともに報告いたします。 

後藤美子 

宮城県助産師会だより 

● 新代表理事ごあいさつ 

● 宮城県助産師会総会報告 

● 新理事・役員紹介 

● 日本助産師会会長賞受賞

（新田氏） 

● ひまわり褒章受章  

（笠松氏・八木橋氏） 

● 全国総会・研修会報告 

● 研修会のおしらせ 

～～目次～～ 

一般社団法人宮城県助産師会 機関紙 

宮城県助産師会会員の皆様こんにち

は。この度、社団法人宮城県助産師会代

表理事(会長)になりました後藤美子（はる

こ）です。 

会員の皆様の協力の元、微力ではござ

いますが、会の円滑運営に努力してまいり

たいと思います。前会長同様ご支援賜りま

すようお願い申し上げます。 

昨年は、千年に１度という大災害に見舞

われ、多くの会員の方々も被災されました

が、会員で亡くなられた方がおらず不幸中

の幸いだったと思います。被災地はまだま

だ復旧、復興の途上ではありますが、力強く

前進しているように感じられるこの頃です。

しかし、母子の置かれている状況は厳しい

ことに変わりはないと思います。 

震災時の助産師会会員の皆様の草の

根的活動、それぞれの勤務場所での活躍

は母子や女性の大きな支援になったと思い

ます。今後も助産師会として何が出来るの

かを模索していかなければと思います。会

員の皆様からのご意見をお願い致します。 
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～～～新代表理事ごあいさつ～   

以上の12名に決まりました。 

よろしくお願いいたします。 

＊平成24年度社団法人宮城県助産師会通常総会報告 
  

 昨年は、震災のた

め紙面総会となり、

役員の交代の延期

がありましたが、今年

は、通常通りの総会

を無事に終了するこ

とができました。 

総会に先立ち行われた研修会では、「震災と母子のこころのケア」について、宮城

県子ども総合センター所長 本間博彰先生より基調講演をいただき、急性期は過ぎ

たものの長い目で支援が必要であるとあらためて学びました。 

 会員の皆さまのご協力に感謝します。  伊藤朋子 

平成24年度一般社団法人宮城県助産師会総会が 

4月21日に、エルパークにて開催されました 

 

代表理事     後藤 美子 

副代表理事           

支援センター長  石川 初枝 

副代表理事    後藤 あき子 

理事 会計    山岸 和子 

理事 書記     

安全対策委員長  伊藤 朋子 

監事 教育委員 新田 みつ子 

助産所部会長    小野 由起子 

保健指導部会長  武者 文子 

勤務部会長    高橋 純子 

災害対策委員長  塩野 悦子 

会計監査     坂詰 昌子 

会計監査     齋藤 清子 



＊前会長新田みつ子氏・日本助産師会会長賞受賞！！ 

    受賞された新田みつ子氏より喜びの一言をいただきました。 

日本助産師会会長賞をいただき大変光栄に思います。野窪光子会長時代から15年の歳月が流れました。入会のきっかけ

は、スズキ記念病院の看護部長の八木橋様の勧めでした。それまでは、助産師会という存在のみでした。入会と同時に多くの役

割を担わせていただきました。一人ひとり個性豊かで確固たる信念のもと生きいきした人生の師匠である諸先輩から多くのお教

えをいただきました。尊敬の念でいっぱいです。私が宮城県助産師会会長職を全うできたのも諸先輩方や現会員の皆様のおか

げです。これからも、会員の一員として微力ながら貢献していきたいと思っております。一般社団法人になって3年目、ここからま

すます社会に必要とされる会を目指して皆様と共に歩んでまいりましょう。                 新田みつ子 

          ＊新理事・役員ご挨拶＊ 

 再度、みやぎ・子育て支援センターの代表を務めさせていただき

ます、石川です。いつも支援センターの活動を支えてくださっている

会員・スタッフの皆様に感謝しております。今後もご支援ご協力の

ほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

副代表理事・支援センター長 石川初枝 

 総会におきまして、副会長を拝命いたしました東北大学病院東７階婦人科病

棟勤務の後藤でございます。微力ではございますが会長補佐をしつつ、少しで

も会のお役に立てるよう、また妊産婦さんの１つ１つの家庭が幸福に向かえるこ

とを願いながら活動をしていきたいと思っております。会を盛り上げられるよう、

皆様におかれましては研修会への積極的参加や前向きな各部会活動を今後と

もどうぞよろしくお願い申し上げます。             （東北大学病院） 

 副代表理事  後藤あき子 

理事・書記・安全対策委員長  伊藤朋子（庶務担当） 

 財団法人の財産は「お金」、社団法人の財産は「人のつながり」だそうです。

「助産師会に入っていてよかった」と会員みんなが実感し、新会員がどんどん

増える楽しい会になるように・・と願っています。本部の助産所部会委員も今期

で4年目になりました。2カ月おきの東京通いは大変なのですが、開業助産師を

取り巻く環境は激変中。最新情報に触れられる喜びの方が勝り、トンボ帰りの

出張を続けています。今期より、宮城の理事・書記として庶務を担当させていた

だくことになりました。よろしくお願いします。      （とも子助産院） 

助産所部会長 小野由起子（会場予約担当） 

 前期より引き続き助産所部会役員をさせていただくことになりました。昨

年は３助産院で８２人の赤ちゃんが生まれました。産婦人科医会の先生

方にもご協力いただき大きな事故なく過ごせたことをありがたく感じており

ます。今後も安全安心第一に頑張ってまいります。又、自分のことで精

いっぱいなどと言い訳せず、助産師会やお母さん・赤ちゃんのため、お役

に立てますよう精進してまいります。どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。                   （森のおひさま助産院） 

保健指導部会長  武者文子（ホームページ管理担

 保健指導部会の部会長を務めることになった武者です。母乳相談室「ま

んまはうす」を開業して13年目になりました。昨年の震災では被災者支援

をしましたが、その活動を通して助産師同士のつながりの大切さを実感し

ました。会員同士の交流を活発にして、魅力ある助産師会活動ができたら

いいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 （まんまはうす） 

災害対策委員長  塩野悦子 

 このたび、災害対策委員をすることになりました塩野です。昨年度、私は

助産師会会員としては何もお手伝いできず大変心苦しく思っておりました。

皆さんの粉骨砕身して尽くされている姿にただただ感服するばかりでした。

そのためこの役目を通して少しでもお役に立ちたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。早速ですが、日本助産師会では会員の災害

支援の活動記録を作成するとのことです。記録は次世代に伝える重要な手

段になるかと思います。ご連絡した際にはご協力のほどよろしくお願いいた

します。                           （宮城大学看護学部） 

会計監査  坂詰昌子 

 引き続き会計監査をさせていただく坂詰昌子です。色々なところから情報

を得て、それをまた色々なところへ発信して、活用していければと思ってい

ます。よろしくおねがいします。 （仙台医療センター） 

会計監査  斎藤清子 

 今度会計監査を担当することになりました。石巻地区の活動には参加し

ましたが、県の仕事は初めてです。皆様のお荷物にならないように精進し

ます。個人的には昨年（H.23．3.11）の被災から1年数か月経過して、やっ

と元に戻りつつあるところです。６月～外来、７月～分娩再開と順調そうに

は見えますが、周りの状態はまだまだです。戦後の東京、原爆の広島・長

崎、阪神大震災の大坂・兵庫、etc・・。必ず宮城も復興するはずです。ここ

が今できることをコツコツやる時期です。あきらめずに力を合わせて地道

にガンバ！！  （医療法人社団齋藤産婦人科医院 宮城県石巻市） 

理事・監事・教育委員  新田みつ子 

 後藤会長にバトンタッチして一休みと考えていましたが、監事・教育委員

を引き受けることとなりました。 

  日本助産師会宮城県支部から一般社団法人宮城県助産師会として一

人前の団体として歩みはじめ3年目になりました。社会から評価され益々

期待される存在に成長してまいりましょう。（東北労災病院看護専門学校） 

理事・会計  山岸和子 

 引き続き会計を担当させていただきます。力不足ですが、会計を通して

日々いろんな事を勉強させていただいております。皆様からお預かりした会

費を有効に活用できるよう精一杯努めたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

勤務部会長 高橋純子 

 会員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。今年度も勤務部長をさせて

いただきます高橋です。昨年の大震災から１年以上が経過しました。震

災時はもちろんですが、今も復興に向けて皆様頑張っていることと思いま

す。なかなか勤務部長としての活動ができないことを申し訳なく思ってお

ります。勤務部に対して皆様からご意見・ご希望などを頂きながら、宮城

助産師会の一員として努力していきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。                        （スズキ記念病院） 



 ５月２３日に東京憲政記念館で「ひまわり褒章２０１

２」授賞式がありました。(内閣府認証 NPO法人ひまわり

の会主催）添付写真（表彰状、記念の盾、ひまわりの花

束）のように３１１震災支援活動に対しての受賞です。会

員の皆様のご尽力の賜物と思います。本当にご苦労さまで

した。 

   スズキ記念病院の八木橋看護部長さんスズキ記念病院の八木橋看護部長さんスズキ記念病院の八木橋看護部長さん(((日本看護協日本看護協日本看護協

会推薦）、笠松愛子さん会推薦）、笠松愛子さん会推薦）、笠松愛子さん(((日本助産師会推薦日本助産師会推薦日本助産師会推薦)))も受賞なも受賞なも受賞な

さいましたさいましたさいました。。。   

   震災関連活

動だけでな

く、日頃の母

子保健活動が

評価されたも

のです。おめ

でとうござい

ます。  

後藤美子 

＊ひまわり褒章受章おめでとうございます＊ 

 私も助産師となり２０年以上過ぎ、思春期の子供とはま

すます年齢が開き、時代のギャップも感じる今日この頃で

す。性教育に日々携わり若者と接する事の多い田村先生の

御講義を楽しみにして参加しました。 

 講演までの流れとして、挨拶・名刺の渡し方・服装につ

いて、学校との打ち合わせの大切さとして保健体育の教科

書の内容をのり越えない、避妊については学校の了解を得

ること、セックスという言葉を使っていいか、など具体的

に教えていただきました。資料からも、性感染症のデータ

としてクラミジア感染症も増えていて、ＨＩＶも毎年１０

００人以上の新規感染者がいること、人工妊娠中の推移の

データからも妊娠すると４分の１の女性は中絶を選択して

いる現状など知ることができました。 

＊「助産師が行う思春期教育のありかた」研修に参加して  

平成２４年６月２日 助産師継続教育 

       「性教育・思春期ケア」 

講師：田村雪子先生 

会場：仙台市産業プラザ ネットU 

東京憲政記念館にて  左から 

 当会後藤会長・笠松愛子氏・ 

岩手県助産師会大坂会長 

 こんな時代だからこそ、助産師としての志を持ち、子

供達が将来、自分の子供を大事に育ててくれるように期

待して関わりたい。私たちが人々に大切にかかわること

が、今の私の第１歩だと改めて決心できた一日でした。 

資料の最後に南修治さんの「やさしい気持ちはだれにで

もある。あとはちょっと引き出すだけ。」という言葉も

心に響きました。ありがとうございました。 

登米市登米市民病院 内藤 久仁子 

。 



  5月17日～19日、千葉県浦安市において開催されました。 

 テーマは、信頼される助産師・輝く笑顔のために。 

 

 後藤会長・新田前会長とともに、伊藤が代議員として参加

してまいりました。宮城から個人参加された会員さん数人と

もお会いできました。 

 今総会で公益法人移管予定でしたが、委託した司法書士さ

んの事務処理の遅れから延期になっていることの報告と執行

部からのお詫びがありました。委託する司法書士の変更とも

に、10月申請をめどに手続きをすすめているとの事でした。 

 本部会費の値上げについて審議されました。「値上げされたら会員が

減るのではないか？」などの反対意見もありましたが、「専門職集団の

会費としては、他団体に比べるととても少額である現状。」「会館の維

持・防災対策などが必要だが、多額の寄付をあてにすることなく積立が

できることが望ましい。」「職場に強制されて加入するのではなく、助

産師会は個人個人が意思をもって入りたくて入っている会なのだか

ら。」「会が何をしてくれるのか?ではなく、会のために何ができるの

か、皆で考えましょう。」という意見が共感をよび、賛成多数で5000円

の値上げが承認されました。 

 日本助産師会設立85周年ということで、浦安ブライトンホテルでの祝賀会も盛大でした。 

 来年の総会開催予定地である徳島助産師会長の音頭により、即興で徳島会員による阿波踊りが披露され、来年の

四国の地への思いをはせました。 

 お母さんや家族、医療チーム、社会みんなから、信頼される助産師になるために、全国の助産師たちも日々頑

張っています。仲間がいる素晴らしさと心強さを感じた3日間でした。              伊藤朋子 

 

＊平成24年度 社団法人日本助産師会通常総会・助産師学会 報告 

研修会・イベントのお知らせ 

7月1日（土）１３：００～１６：００ 

震災時の母子保健の現状から 

講師：宮城県保健福祉子育て支援課 

    家庭生活支援班 鈴木清英先生  

    報告講演とシンポジウム 

会場：エルパーク仙台 セミナーホール 

９月２日（日）１３：００～１６：００ 

乳幼児の感染症と予防接種 

講師：前仙台市副市長 岩崎恵美子先生 

会場：シルバーセンター 

１１月１７日（土）１３：００～１６：００ 

安心安全に産み育てるために パート１ 

会場：エルパーク仙台 セミナーホール 

９月２９・３０日（土・日） 

北海道・東北ブロック研修会 

山形県天童市 天童ホテル 

～～編集後記～～ 
 締め切り間際の依頼にも関わらず、快く原稿をお

寄せくださった皆さまに感謝します。今回の紙面の

感想や、今後の機関紙のあり方などご意見いただけ

たら、嬉しいです。 

 宮城県も梅雨入りし、うっとうしい日が続いてい

ます。会員の皆さまも、どうぞご自愛ください。 

    機関紙編集担当 山口之雪・伊藤朋子 

８月1８日（土）１４：００～１５：３０ 

保健指導部会研修会 

個人情報保護法と社団法を学ぼう 

講師：弁護士 武井由起子先生 

会場：太白区市民センター 大会議室 

 申込み先：FAX 022-774-1743（伊藤） 
会場：仙南地区での開催を検討中 

平成25年1月頃（予定） 

安心安全に産み育てるために パート２ 


