
 

「平成２６年度も更なる連携を！」 

４月から平成２６年度宮城県助産師会が、スタートしました。

５月までの活動の様子を、ご報告いたします 

平成26年度「看護の日」知事表彰（看護功労部門）・新田みつ子さん

おめでとうございます！！ 

 平成２６年度「看護の日」知事表彰を受けま

した。 

 皆様のご支援のお陰で受賞することができ

ましたことに感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 助産師会入会して約20年、入会と同時に野

窪会長のもといろんな役職に従事し、諸先輩

から助産師であることの喜びと誇りを伝授して

いただきました。 

 初めて日本助産師会総会に参加し７０代～

９０代の助産師諸姉のパワフルさに、圧倒され

たことを昨日のことのように思いだされます。 

常に女性に寄り添い女性が幸せに暮らせるよ

うに黒衣（くろご）であり続け、生涯現役、活動

して参りたいと思います。 
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宮城県助産師会だより 

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。山々の緑も一段と濃さが増

し、清々しい季節となりました。日頃より会の運

営にご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

平成２６年度通常総会を４月１９日に仙台

情報産業プラザにおいて公益社団法人宮城県

看護協会長様にご臨席いただき、開催すること

ができました。 

平成２２年１月に一般社団法人となり第５回

目の通常総会でした。昨年も書きましたが、一

般社団法人の意図は「個人がより強力な力を

発揮するために、一定の目的のもとに集合して

構成される人の集団である。構成員個々のつ

ながりが社団法人の本質」です。本会もより一

層、助産師としての力を発揮できるよう会員間

の連携を深めていきたいものです。 

昨年度は会員や役員皆様の協力のもと、

諸事業を実施できました。中でも「じょさんし

フェスタinみやぎ」では200名余の来場者があ

り、助産師をアピールができたことがあげられ

ます。その他、宮城子育て・女性健康支援セン

ターは仙台市との委託契約の「電話相談と講

演活動」、保健指導部会メンバーを中心とした

「じょさんしサロン」の継続的開催など会員の皆

さまには連携のもと継続して活動して頂いてお

ります。今年度も助産師会としての活動がより

充実できるよう、部会の垣根を越えて、宮城県

助産師会会員として連携していきたいもので

す。本年度も本会運営にご支援ご協力をお願

い申し上げます。 

日本助産師会の今年度の要望として「産

後ケア事業や母乳育児支援の公的支援制

度の導入」や「出産時の助産師人数の検討」

などを提案しているようです。助産師の就労

環境の整備を願うところです。宮城県内の助

産師がより充実した活動ができるよう宮城県

助産師会としても組織強化を図っていきま

しょう。 

 最後に日本助産師会の全国総会・助産師

学会が平成28年5月26日～28日に、仙台国

際センターを会場に開催されます。開催担当

県として会員の皆さまの協力のもと準備を進

めていきたいと思いますので重ねてご支援ご

協力をお願い致します。 
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宮城県助産師会会長 後藤美子 

みやぎのMとmidwifeのMをデザイン化しま

した。助産師が、母と子すべての女性たち

を愛を持って包み込み、サポートしている

様子を表しています。 

宮城県助産師会 ロゴマーク 



 ４月１９日１０時～アエル６階セミナーホールにて開催されました。出席者２６名委任状５２個、出

席社員の総議決権数１４７個で可決されました。昨年は、当会主催の講習会や子育て支援事業

（NCPR・じょさんしサロン）など新規事業が軌道に乗り、会員のみならず非会員の参加が目立ちま

した。今年度も引き続き、ニーズに合った講習会などの活動を行い会員を増員して、地域貢献を

目指したいと思いました。会員の皆様には、本年度も積極的に参加をお願いいたします。各イベン

トは、助産師会のホームページ又は機関紙に予定を掲載しています。    広報委員 山口之雪 

平成２６年度宮城県県助産師会通常総会 報告 

～新役員さんを紹介します～ 

 東北大学病院の伊藤直子と申します。普段は

ハイリスクの妊産婦さんのケアを主に行ってい

ます。助産師会では、妊産褥婦さんや地域の

方々のために助産師が生き生きと活躍できるよ

うなお手伝いができればと思います。 
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宮城県助産師会だより 

今年度の役員体制の詳細

は宮城県助産師会のホー

ムページをご覧ください。 

後藤会長・開会挨拶 

新教育委員 

東北大学病院 

周産母子センター（東６階） 

伊藤直子さん  

宮城県看護協会会長 

佃祥子さん 

活発な審議の様子 

新勤務部会長 

宮城県立こども病院 

横江紀子さん 

 旧勤務部会長・高橋さん 

ありがとうございました 

昨年度途中からお

願いしています。 

災害対策委員 

青山さん 

 宮城県立こども病院の横江と申します。微力ではあります

が、県内の勤務助産師同士のつながりを広げ、施設での情

報を共有しながら、各々の職場で活き活き仕事ができるよう

な活動ができたらいいなと思っております。助産師会の活動

を盛り上げる一因となりますよう会員の皆様のご指導・ご協

力を得ながら努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

会計監査報告をしている坂詰さん 

理事の伊藤さん 

事業報告をしている様子 

旧教育委員・新
田さん  

ありがとうございました 

よろしくお願いいた

します 



毎年1月に開催される研修会ですが、今までとは違った

視点で、「妊孕性」「妊孕能」について教育する必要性を考

えさせられる内容でした。 

「妊孕性」とは、妊娠しやすさのことで、「妊孕能」とは、

妊娠する能力・繁殖力を意味します。「受精卵の多くは失

われ生児を得るのは約30％」・「女性は31歳頃から妊孕性

が低下」・「35歳以上の女性の妊孕性は20歳代の半分に

低下」・「男性も40代になると妊娠に関わる能力が低下」・

「加齢は不妊・流産によって生児獲得率は著明低下」「卵

子は老化する」という事実を知り、正直、驚きました。「もっ

と早くに卵子の老化・生殖能力の限界について教えて欲

しかった。」と、不妊治療の現場ではよく言われるそうで

す。 

今までの性教育の方向性は、「望まない妊娠の避け

方」や「性行為感染症」でしたが、「妊娠にも適齢期があ

る」ことを伝え、自分のライフプランを考えることができるよ

うな教育が必要と考えます。 

学校では、限られた時間数で各教科の先生が協力し、

性に関する指導に携わるところもあるようですが、温度差

がありそうです。家庭教育の中でも思春期特有の親子の

関わりにくさがある中で、改めて「性教育」は難しいとのこ

と。 

会場では「助産師」への期待の高まりをヒシヒシと感じ

ました。命の現場に関わる私達だからこそ伝えられる大

事なことを、情報発信していくことが求められているようで

す。さらなる助産師パワー発揮のチャンス到来です。 

私自身も、次世代を担う子供達の明るい未来のため

に、もっともっと社会貢献できる助産師であり続けたいと

思いました。 

「宮城県性教育指導者研修会」に参加して  

「看護のひろば２０１４」参加報告    

 

5月17日（土）宮城県看護協会主催の「看護のひろば2014」が開催さ

れ、助産師職能チームに合流し「妊婦体験」「赤ちゃんの抱っこ」を担当し

てきました。老若男女沢山の方と接する機会となり、「助産師」をアピール

してきました。「御安産」団扇が大変好評でした。 
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スズキ記念病院 鈴木 智子  

お忙しい中、２題の記事

を書いていただきましてあ

りがとうございました。他

会員の皆さまもイベント参

加の際はご協力お願いい

たします。 

向かって右から鈴木さん・後藤さん・山岸さん 

スズキ記念病院 鈴木智子 

第１３号 



 私は新生児訪問をしております。以前は病院勤務

をしていましたが、乳腺炎の方への援助は先輩助産

師の対応を見て学ぶことが多く、正確な知識を学ぶ

機会がありませんでした。 

 今回の講義では、乳腺炎の定義から丁寧に教えて

いただき、『乳腺炎は炎症ではあるが必ずしも細菌

感染を伴うわけではない』ということを初めて知りまし

た。その他にもまた、乳房の腫れの分類、ＷＨＯの乳

腺炎に関する記述などを目の当たりにし、初めて知

ることばかりでした。今まで、あいまいな知識で援助

していたことを反省させられました。 

 武者先生は、豊富な知識と正確なエビデンスを基

に実際に経験した多くの援助ををたくさんご講義くだ

さり、とても勉強になりました。そしてまた、お母さま

や赤ちゃんに対する『優しい思い』と『最善なケア』を

日々考えておられることが私自身にもたくさん伝わっ

てきて、とても刺激を受けました。 

 今村先生のご講義では、エコー画像や処置の写

真を提示しつつ、多くの事例を説明してくださいまし

た。衝撃的な写真もあり、助産師の間違った判断で

ケアをし続ける怖さを痛感しました。どのような時に

医療の介入が必要なのか、マッサージだけで改善

できる状態なのかなど、診断に必要な知識を学ぶ

ことができました。医師との連携の重要性につい

て、改めて認識させられました。 

 今回、学んだことを新生児訪問で活かしていきた

いと思います。そして来年も是非参加したいと思う

大変有意義な勉強会でした。ありがとうございまし

た。 

 

『乳腺炎に罹患した母親への援助』 

『乳腺炎の診断と治療の実際』の勉強会にへ参加して 

質問にも丁寧にお答えいただきました。 

講師の今村先生と武者先生 

今回も有意義な講義でした。 

非会員の参加が多い会でした。皆さん、勉強熱心ですね。 
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太白区新生児訪問指導員  天方久美子 

宮城県助産師会だより 



  助産師になり30年過ぎました。病院勤務、子育て

支援事業を経て、自分は助産師として何をやりたい

のかを悩んでいました。山本文子先生の「助産師が

伝えるいのちの話」は、自問を繰り返していた私に

とって、こころに沁み渡たった講演でした。 

先生は、70歳。60歳で「いのちの応援舎」を設立し

ました。妊娠、出産、子育て、思春期、更年期から老

年期の人たちがその人らしく生きることを支援するた

めの施設です。当初の資金運用は、自分たちの夢を

買ってくれないかと、１口100万円で100人近い人が

共感し賛同してくれて得たそうです。そして仲間と共

に懸命に働きそれを返済したという、ものすごいエネ

ルギーの持ち主。性教育では、過去バッシングをうけ

ても決してひるまず、意志を貫いた勇姿。先生の助

産師人生は、言い尽くせぬ困難の中でも、ひとつひと

つの仕事に真摯に向き合い、ひとりひとりの出会いを

大切にし、その源流に、大きな人間愛があると感じまし

た。 

助産師の仕事とは、いのちの誕生から終焉まで人

生のステージ全てに関わることができ、それは性差さえ

も超えられるものである、そしてもっとも大切なことは、1

人のひとを幸せにすることなのだと教えて頂きました。 

もちろん！私は、山本先生のような大きな仕事は出

来ませんが、助産師であることを誇らしく思い、少しず

つ自分らしくやっていこうと思いました。 

たくさんの本も出版されています 

「助産師が伝えるいのちの話」 

山本文子先生の講話から感じた事 

多くの質問がありました。 

市民講座として開催されました。たくさん

の参加があり、盛り上がりました。他県

からも講演を聴きに来ていました。 

山本文子先生 

講演の時は、目立つように派手な衣装を

身につけているのだとか(*^_^*) 
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吉田レディースクリニック 宮本由美子 
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 5月15日、第一交通産業株式会社の要請により、マ

マサポートタクシーの講習会で講義を行いました。昨

年度から開始された講習会で、今回が4回目になりま

す。午前、午後の2クラス、合計約60名のドライバーさ

んが受講され、後藤会長より修了証書が手渡されま

した。平成25年11月から事業が開始され、現在まで

にママからの登録が600件あり、一日あたり10件の利

用（健診の依頼も含む）があるそうです。依頼件数が

順調に増加したため、ドライバーさんの数を増やした

いとのことで今年も講習会が企画されました。  

ママサポートタクシーとは、助産師の講習を修了し

た専任ドライバーさんが、妊婦健診や出産での入院

時、産後の健診等の際にタクシーでの送迎をしてくだ

さる制度です。タクシーには、専用キット（防水シー

ツ、バスタオル、手袋、ゴミ袋）が常備してあります。

利用には事前の登録が（登録無料、通常のタクシー

料金）必要で、病院への道案内が不要になる他、利

用時の要望（部屋は２階で、２歳の子どもがいます、

荷物を持って欲しい等）も登録できます。 

最近、夜間等にお産の入院の依頼をしたら2件の

タクシー会社から断られたとの話を耳にし、残念な思

いをしました。当院でも、以前、タクシーを呼んだのに

も関わらず、陣痛の痛みで家の外に出られなかった

間にタクシーが帰ってしまったことがあり、「乗車拒否

だけはしないで欲しい」とのメッセージを伝えたいという

思いで講義を行いました。 

 当日参加されたドライバーさんは平均年齢50代くら

い、開校式の時にはドライバーさんはやや強面で緊張

されているようでしたが、皆さん熱心に講義を聞いてく

ださいました。特に後半の妊婦体験モデル着用しての

階段昇降、お産入院時の状況を設定してのロールプレ

イではとても積極的に参加されていました。ロールプレ

イではママ役の女優・石澤（とも子助産院で出産経験

のある3人のお子さんのいるママ）の迫真の演技にたじ

たじしながらも、優しい声かけや荷物持ち、陣痛で動け

なくなったママへの対応では、女性ドライバーさんが登

場し、救急車要請までスムーズに行えました。 

 第一交通のママサポタクシーの紹介はCMでも流れて

いるそうです。お産の入院はいつ何時起きるか分から

ず、ママたちは「無事、出産施設に到着できるだろうか」

と皆不安を持っています。講習を受けてくださったドライ

バーさんがそんなママたちのサポートになってくれると

嬉しいなあと切に願います。 

実体験すると、妊婦さんの

気持ちがわかりますね
(#^.^#) 

ママサポートタクシー講習会に参加して 

 

石澤さんの迫真の演技

に、本番さながらの実技

演習 

修了証書授与！！ 
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とも子助産院 早坂ひかり 

宮城県助産師会だより 



 平成26年度、公益社団法人日本助産師会の総会

が福岡で開催されました。 

 代議員は、副会長の後藤あき子さん、保健指導部

会長の武者文子さんでした。後藤会長と私との4人で

参加してまいりました。3日間合計で過去最高の1126

人の参加があったそうです。 

 最終日の助産師学会での講演はディズニーのホス

ピタリティについてのお話でした。おもてなしの極意

について興味深く拝聴しました。「人は笑顔のあると

ころに集まる」「どんなマニュアルより人」という言葉

は、実感をもって心に響きました。 

 来年は、京都。その次は、宮城県での開催です。 

全国の会員より多くのご支援をいただいた感謝の気持

ちを、2年後の宮城での総会で表すことができたらと思

います。 

 共通体験を得るために、ぜひ京都は、皆様一緒にま

いりましょう。どっさりと100ページ超えの開催マニュア

ルを手渡され、事務局は今から緊張しています。 

 

 

懇親会にて、福島県助産師

会のみなさんと。  

平成26年度公益法人日本助産師会通常総会 

第70回日本助産師学会・報告 

左より宮城県副会長・会長・保健指導部会長。  
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理事 伊藤朋子 

福岡は、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」のゆかりの地とのことで、

伊達武将隊ならぬ、黒田武将隊の歓迎を受けました。  

満載のアトラクションと、行き届いた

おもてなしに感動しました。  

テーマ・今が未来 

～つながるいのち・ひと・組織～ 
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 平成２５年度第２回北海道東北地区懇談会において、下記のように決定しました。 

・所属県以外での北海道東北地区内の助産師会主催の研修を会員価格で受講可能とする。 

・受講申し込みの際に、宮城県助産師会会員であることを伝える。 

・受講時は宮城県助産師会会員証を提示する。 

北海道東北７県の教育研修教育は各県ＨＰ等で確認ください。 

H26年度日本助産師会勤務部集会・仙台開催決定！ 

北海道東北７県助産師会開催の教育研修受講について特別なお知らせ 
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日本助産師会勤務部集会が仙台で開催されることになりました。 

できるだけ多くの会員の参加協力を依頼されております。万障繰り合わせの上、ご参加ください。 

日時；７月５日（土）６日（日） 

場所；エルパーク 

           研修内容：「出生前診断について」「新生児救急」 

「臨床心理士からみた周産期の現状と助産師のかかわり」 

「乳がん・乳腺について」「妊娠・出産とセクシュアリティ」「助産師の技」です。 

  詳細は日本助産師会発行の機関紙 「助産師５月号」をご覧ください。 

お申し込みは、日本助産師会まで 

宮城県助産師会 

会長 後藤美子 

ここからは、各種お知らせです。

様々な研修会などスキルアップに

役立つ内容がたくさんあります。

奮ってご参加ください！！ 

たくさんの皆さま

のご参加お待ち

しています。 

じょさんしフェスタINみやぎ ９月１５日（月・祝）開催決定！ 

毎年参加のママ達に大好評のじょさんしフェスタの開催が決定いたしました。今年は太

白区・たいはっくる展示ホールで行われます。会員の皆さま！この機会に宮城県の助産

師の活躍を一緒にアピールしませんか？宮城県各地から助産師と触れ合いたいママ達

が、たくさん集まります。ママ達の生活圏内にたくさん助産師がサポーターでいるんだと

いう事をお知らせするためにも、じょさんしフェスタに参加協力をお願いいたします。午前

中だけでも午後だけでも構いません。勤務助産師の皆さまも、是非参加ください。 

参加協力できる方は、miyagisanba@gmail.comまでご連絡ください 

宮城県助産師会だより 

じょさんしサロンへ参加協力のお願い 

 じょさんしサロンの日程は、ホームページに掲載しています。会員様のお近く

での開催の際は、ご協力お願いいたします。 

じょさんしサロンでベビーマッサージなど実践してみませんか？ 

参加協力できる方は、miyagisanba@gmail.comまでご連絡ください 
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宮城県助産師会 事務局 

℡・fax：022-244-8007 

miyagisanba@gmail.com 

これから行われる

研修会のお知らせ

です。 

以降の予定は決まり次第

ホームページにアップいたし

ます。 

早めに予定を知りたい方は、

そちらをチェックしてください

ね。 

セルフ 

リフレクソロジー 

研修会 

7月24日 
太白区中央市民センター 

１８：３０～２０：３０ 
保健指導部会主催 

チラシ同封しています。 

新生児蘇生法研修会 

8月9日：大崎市 

8月10日：宮城県立こども病院 

９：１５～１６：００ 
安全対策委員主催 
チラシ同封しています。 

 第３６回母乳育児支援学習会ｉｎ仙台 
ＮＰＯ法人日本ラクテーション・コンサルタント協会主催の学習会です。 

宮城県助産師会も後援しています。 

開催場所：イズミティー２１ 

開催日：２０１４年６月２１・２２日（土・日） 

助産業務ガイドライン普及啓発研修会 
助産所での分娩をはじめ、病院等の施設内の助産ケアの向上を目指し、

安心・安全なお産の実現のために、「助産業務ガイドライン２０１４」が刊行

されました。このため今回開業助産師だけではなく、勤務助産師に向け

ての啓発研修会が全国各地で開催されます。北海道・東北地区では、宮

城県での開催となります。この機会に、是非ご参加ください。 

開催時期：11月または、H27年2月 

日本助産師会主催 

感染管理の最新情報 

7月26日（土） 
１３：１５～１６：１５ 

仙台市民会館：第5会議室 

教育委員主催 

チラシ同封しています。 

 

第１３号 
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宮城県助産師会 事務局 

℡・fax：022-244-8007 

miyagisanba@gmail.com 

宮城県助産師会だより 

～これからの予定～ 

月日 研修会名   ( 主催 ・ 担当） 会場  

６月２１・２２日（土・日） 
第３６回母乳育児支援学習会  

イズミティー２１ 
（日本ラクテーションコンサルタント協会） 

７月４日（金）16時～18時 

仙台３助産所 見学ツアー 
とも子助産院・こんの助産院・ 

森のおひさま助産院 
（助産所部会） 

７月５・６日（土・日） 
勤務部集会 ： 「自信をつけよう助産力」 

エルパーク仙台 
（日本助産師会 勤務部会） 

７月２４日（木） 
セルフリフレクソロジー研修会 

太白区中央市民センター 
（保健指導部会） 

7月26日（土） 
教育講演１：感染管理の最新情報 

仙台市民会館 
（教育委員会） 

8月9日（土） 新生児蘇生研修会  大崎会場 古川保健福祉プラザ 

8月10日（日） 
新生児蘇生研修会  仙台会場 

宮城県立こども病院 
（安全対策委員会） 

9月15日（月・祝） 
じょさんしフェスタINみやぎ  太白区文化センター 

たいはっくる （保健指導部会） 

11月又は、H27年2月 
助産業務ガイドライン普及啓発研修会  

仙台市（会場未定） 
（日本助産師会 安全対策委員会） 

H27年1月・予定 

教育講演２：遺伝の最新情報（仮）  
仙台市（会場未定） 

（教育委員会） 

H27年1月・予定 

防災名簿グループリーダー会議  
上記 研修会の会場 

（災害対策委員会） 
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宮城県助産師会だより 

平成26年度宮城県助産師会防災名簿と防災マニュアルの配布について  

         本年度も防災名簿を配布いたします。 

宮城県助産師会では、大規模災害発生時（地震の場合は、宮城県

内で震度５強の地震発生時）に、会員の安否確認を行いますので、

何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。安否確認の方法は下

記の通りです。 

ご自分のグループとグループリーダーをご確認願います 

（昨年度とほぼ同様ですが、多少変更がございますので、ぜひとも

ご確認願います）。 

グループリーダーにはグループメンバーの連絡先をお送しておりま

す（青封筒）。 

グループリーダーは各メンバーに、ご自身の連絡先をお教えくださ

い。 

各会員は、グループリーダーから連絡がありましたら、ご自の携帯

電話やパソコンにグループリーダーの連絡先を必ず登録してくださ

い。 

グループリーダーは大規模災害発生時や安否確認訓練時に、グ

ループメンバーの安否確認をお願いします。 

そしてその状況を災害対策本部へ必ずご報告願います！なお、名

簿の取り扱いには厳重な注意をお願いいたします。 

  

また、昨年同様、宮城県助産師会「防災マニュアル」も配布しまし

た。携帯に便利なようにカード大となっておりますので、ぜひともご

活用下さい（グループ名とグループリーダーの連絡先の記入欄があ

りますので、必ずご記入願います）。       

                     災害担当：塩野悦子、青山幸恵 

防災名簿グループリーダー会議 

H２７年１月（予定） 

教育委員主催の教育講演の後 

（遺伝についての講義の予定） 
詳しい日程が決まり次第 

ホームページで、お知らせいたします。 

14号機関紙（10月）に掲載予定です。 
グループリーダーは、万障繰り合わせの上ご参加ください。 

一般社団法人 宮城県助産師会防災マニュアル

宮城県助産師会の緊急連絡方法
●防災名簿でご自分のグループをご確認下さい。
●宮城県で震度５強以上の地震発生など大規模災害発生時、
あなたの安否をグループリーダーもしくはサブリーダーに
連絡して下さい。連絡ができるようになってからで大丈夫です。

●登録のお願い
①上記連絡先を必ずご自分の携帯電話等に登録してください。
②常にこのマニュアル（もしくは上記連絡先のメモ）をご持参ください。

私は
（ ）グループ 連絡先

リーダー名
（ ）

サブリーダー名
（ ）



 

 前回の機関紙でもお知らせしましたが、再来年の5月に全国総会が宮城県で開催されま

す。現在の応募内容は他職種との交流を考えたテーマが1件です。ありがとうございまし

た。参考にさせていただきます(#^.^#) 

 勉強したい事、聴講したいテーマ、宮城県だからできる事、などなど他にも意見や希望な

ど右記までお知らせください。なお、採用された方には当日のご優待席をご用意いたしま

す。お問い合わせは、右記の宮城県助産師会まで。 

 
仙台市太白区羽黒台２１－２５ 

電話 ０２２２４４８００７ 

FAX ０２２７７４１９７０ 

Email: miyagisanba@gmail.com 

一般社団法人宮城県助産師会 

 機関紙作成に関わらせていただいて早1年。様々な活動報告を記事

にしていますが、どんどん活発になっている様子がうかがえます。昨年

度から10名の新規会員が仲間入りしました。今年度も会員の皆さんの

活躍の様子を機関紙に楽しく載せていきたいと思います。今年度もご協

力お願いいたします(^^)/                  広報委員 山口 

～編集後記～ 

助産師はここにいます 

ホームページもご覧ください 

http://www.midwife-miyagi.net/ 

平成28年度公益法人日本助産師会通常総会 

～メインテーマを引き続き募集しています～ 

平成27年公益社団法人日本助産師会

総会のテーマ 

「伝統の技・魂の継承～京都から助産

師の発信～ 」 

来年5月21日

～3日間 

京都で全国総

会が 

行われます 



みやぎ子育て・女性健康支援センターだより 

                                                                 平成 26年 6月吉日 

ご 挨 拶 

 一般社団法人宮城県助産師会副会長 

みやぎ子育て・女性健康支援センター代表  

石 川  初 枝                                               

新緑の候、皆様には益々ご清祥のことと存じます。日頃から助産師会およびみやぎ子育

て女性健康支援センターの運営にご支援頂き、感謝申し上げます。 

さて、平成 26年度の一般社団法人宮城県助産師会の総会において、みやぎ子育て・女

性健康支援センターの活動報告・会計報告・そして事業計画および予算をご承認頂きまし

た。事業計画に沿って、今年度も皆様のご支援を頂きながら、邁進して参ります。         

ご存じのように、当会会員は、一般社団法人宮城県助産師会(必然的に公益法人日本助

産師会会員)の中のボランティアメンバーで構成されております。会の趣旨をご理解いただき、それぞれが得意な部分

でご支援頂けばと思います。電話相談・メール相談・講演・子育て体験実習等、従来から進めているところです。昨年

度から、会員に個人要請で、DV防止講演、虐待防止講演も入っております。皆様には、日本助産師会・家族計画協

会、仙台市及び宮城県主催の研修会に参加頂き、また、当会会員の講演を見学して頂きたいと思います。また、書面

整理や講演準備要員、広報要員も期待しております。特に今年度は「児童虐待防止のために 『大切な命だから』」を

刊行予定ですので、文章力のある優しい感性の持ち主も嬉しいです。 

当会の講演は、助産師の立場から命の大切さを伝えること、その上で子どもたちが「性」の特性を考え、自分で考え、

行動できることを目的にしております。また、親からの発信としてまとめていることも特徴でございます。 

 

役員一覧 

    氏名 

1 代表 石川初枝 

2 副代表 新田みつ子 

3 副代表・事務局兼任 田村雪子 

4 会計 加藤由美 

5 会計監査 高津真理子 

他会員 12名です。        皆様には 

入会問い合わせ等、宮城県助産師会会長

及び副会長、支援センター代表、事務局に

お声掛け下さい。なお、17名の会員は宮

城県ボランティア保険 5/19 入会しました。

会員証を発送しました。内容をご確認下さ

い。 



事業計画 
 

 ①  症例検討会&情報交換会 1回/2か月 

 ② 電話・メール相談事業 

  ③ .講演事業随時 

  ④ 仙台市委託事業 

  ⑤ 助産師からのメッセージ 「大切な命だから」講話集 

    予算 

区分 項目 Ｈ25決算額 Ｈ26予算額 増減 備考 

  助成金  日本助産師会 200,000 200,000 0   

       宮城県助産師会   0   電話代助成 

収入 雑収入 76,820 50,000 -26820   

  運営協力金 84,800 80,000 -4800   

  繰越金 1,438 79,418 77,980   

  仙台市助成金 532,000 532,000 0   

  こ～ぷほっとわ～く基金 290,000 0 -290000   

  合計 1,185,058 941,418 -243,640   

   

⑤事業計画は助成金申請予定 

区分 項目 Ｈ25決算額 Ｈ26予算額 増減   

  事業費 35,270 80,000 44730 

宮城県ボランティア保険・④事業計画初期

会議費・事務所費料として 50.000円含む     

  事務費 16,409 20,000 3,591 事務用品 

  通信・郵送費 40,800 50,000 9,200 通信・郵送費・広報県内 100か所×2回 

支出 会議関連費 31,000 67,000 36,000 

関連団体会議参加交通費・センター症例

検討会 6回と連絡会交通費 

  相談員当番費 137,000 140,000 3,000 10:00～16:00=1,000円×日数  140回分 

  HP維持管理費 10,500 10,500 0   

  雑費 7,140 10,000 2860 振込手数料 

  予備費 0 26,918 26918   

  仙台市助成金(予定) 532,000 532,000 0 

相談員当番費 16:00～19:00=3,000円×日

数・事務・会計処理料 

  事務費負担分 5,521 5,000 -521   

  こ～ぷほっとわ～く基金 290,000 0 -290,000   

  予備費 0 0     

    1,105,640 941,418 -164222   

編集後記   今年度も皆様のお力をお借りしつつ、仲良く社会に向かいたいと考えます。よろしく願います。田村雪子 

講演先について 

従来のように事務局で一覧を作成しておりま

す。HPへの掲載は個人情報保護をふまえ、

公表致しません。助産師会会員で詳細な閲

覧を希望する方は、事務局にご連絡下さい。 
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