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今年も更なる磨きを掛けましょう！

会長 後藤美子

野山の緑も濃さが一段と増してきました。野原の花々も春から初夏の花になり始めました。会
員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。日頃より、本会活動にご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
去る4月21日に日立システムズホールで平成30年度通常総会を無事、終える事ができました。平成29年度
の報告と30年度事業や定款改正案等が満場一致で承認されました。懸案だった定款改正により、非営利法
人の資格を得られますので早速手続きを致しました。平成30年度の事業が無事、開始致しました。事業と
しては新たに仙台市から「せんだい助産師サロン」事業が委託されました。会員の皆様の協力により事業
を充実させて、育児を楽しめるお母さんを増やしていきたいと思います。参加者の評価が次年度の委託費
の増額につながります。石巻市からの委託事業も好評価をいただき継続しております。
今年度の宮城県助産師会の目標は
北海道・東北地区研修会を成功させる。
仙台市・石巻市からの委託事業を滞りなく実施する。
会員のレベルアップ・資質向上を図る。
以上を掲げました。皆様のご協力・ご支援をお願い致します。会の事業を更に円滑にするため、組織体系
の見直しも検討中です。北海道・東北地区研修会には一人でも多くの会員の皆様に参加していただき最新情
報を得てレベルアップを図っていただきたいと思っております。助産師としての
太白山山麓で撮影した
自分に更なる磨きをかけましょう。病院・クリニックでは助産師外来・院内助
アザミの花です。花言葉
産、地域では産後ケア事業等、助産師の活躍が期待されております。会員一人ひ
は「独立・感謝など」
とりの資質向上・レベルアップが助産師の評価を高め、社会的にも認められることになると思います。
報告になりますが、東日本大震災から7年が経過致しました。いつ、どこでどんな災害が起こるかわか
りません。災害に備え、北海道・東北地区助産師会では連携協定を結ぶべく各県の災害対策委員のご協
力を頂き準備中です。会員の皆様には万が一の時にはご協力頂くことがあるかもしれません。その節は
よろしくお願い致します。最後になりましたが、今年度も会員の皆様のご協力により活動を更に充実さ
せ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。

安倍総理主催の観桜会に招待されて

副会長

後藤あき子

晴天に恵まれた4月21日（土）8：30～新宿御苑で安倍総理主催の観桜会に行ってま
いりました。昨年、秋の叙勲を頂き、日本助産師会会長から、観桜会への招待の推薦
を受けて参加することが出来ました。桜は葉桜でしたが、新緑の中にプラタナスの花
が優しく咲いていました（昭恵夫人とIKKOさんの着物が桜模様でした）。１万人以上
の人が入ったとは思えないほどの広い新宿御苑、人の山で安倍首相の挨拶は聞こえな
かったのですが、YouTubeにニュースがアップされております。総理はもちろん多く
の芸能人とハイタッチをして、甘酒などもいただき、楽しく過ごしてまいりました。
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おめでとうございます！ 日本助産師会会長表彰 高津真理子さん
この度、平成30年度日本助産師会通常総会において会長賞を頂きました。
出張で開業と同時に助産師会に入り20年以上になりますが、宮城から推薦というお話を頂いた時には、そ
れほどの貢献もしていないのに、と身の縮む思いでした。 病院勤務後、母乳育児相談や家事支援などお宅
にお伺いして不安な表情のお母さん達が笑顔になっていく姿にやりがいも喜びも感じていました。
ただ助産師会の存在を強く感じ、色々な立場の助産師と繋がっていく大切さを感じる様になったのは2011
年の東日本大震災でした。 決して起きてほしくない震災でしたが、あの震災を機に私の助産師としての気
持ちも活動も変わっていきました。
もう10歳若かったら‥‥と思う事も度々ですが、皆さまにご指導頂き、若い助産師の方々に刺激を受けな
がら細く、長くママとベビーに寄り添う活動をしていきたいと思います。
ありがとうございました。

「看護の日」知事表彰

岩佐あけみさんが受賞されました！

平成30年5月10日木曜日。雨が降っていましたが、表彰式には止んだようです。
看護功労賞として、褒状をいただいてまいりました。平成30年度は12名の看護功労賞と、３名の看護教育
功労賞を頂きました。
大変名誉な褒状をいただき光栄に思っております。受賞の機会を与えていただきました助産師会の会長は
じめ助産師会の皆さま。震災の時より、生き延びた私がやるべき事は、悩みながらも母子や母子を取り巻
く環境をどうにか、良い方向に向ける事。看護協会会長の佃祥子様が、看護職も、生涯現役でやっていき
ましょうと話してらして、まさにこれからはそんな時代かも知れません。
私は今回一番の若輩者で、先輩方を差し置いていただいた事には、本当に申し訳なく思いながら、皆様に
深く感謝申し上げます。

H30年4月21日（土）一般社団法人宮城県助産師会通常総会が行われました
日立システムズホール仙台にて開催されました。総会参加人数も年々増えて、会員の皆様の意欲を感じさせられ
ました。今回は、非営利法人であることを示す条項を入れるための定款の改正や、マイナンバーを管理するための
特定個人情報取扱規定を追加することが重要事項でした。また、「じょさんしサロン」が仙台市委託事業になり、
「せんだい助産師サロン」と名前も変わり、開催場所も増えます。石巻市委託事業も継続です。じょさんしフェス
タや北海道・東北地区研修会の運営もあります。それぞれ承認され、今年度も事業がスタート
いたします。随時ホームページや機関紙などで広報いたしますので、情報を見ていただき、ご
協力をお願いいたします。

4月21日教育講演のポイントシールの＜お詫び＞

教育委員

伊藤直子

Ｈ30年4月21日（土） 宮城県助産師会通常総会 教育講演「ウィメンズヘルスにおける助産師の役割～妊娠期か
ら夫婦が共に親力をつけるために」に参加された宮城県助産師会会員の皆様へポイントシールの無効についてポイン
トシールに2018年4月21日と記入したものをお渡ししましたが、日本助産師会教育委員会に確認しましたところ事前
に申請していないのでポイントとして認められないとのことです。手違いで教育講演の分を今年度分としてポイント
申請をしておりませんでした。当日配布致しましたポイントシールは無効となりますので破棄していただきますよう
お願い致します。申し訳ございませんでした。今後はこのようなことがないように万全を期して参ります。今後とも
本会活動にご支援、ご協力をお願い致します。
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広報委員

山口之雪
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せんだい助産師サロン 6月からスタートします

せんだい助産師サロン担当代表 根本靖子

「せんだい助産師サロン」がスタートします。
これまで仙台市内３ヶ所の「仙台市子育てふれあいプラザのびすく」で開催されていました「じょさ
んしサロン」が、今年度から仙台市の委託事業として継続できることになりました。
6月より「せんだい助産師サロン」として市内全のびすく５か所にて年６回（合計30回）開催されま
す。生後4か月までの母子１２組を対象とし、助産師２名で育児相談、ヨガやベビーマッサージなど母子
間、参加者間の交流が 深められる内容で実施予定です。講師募集は、開催日が決定次第、宮城県助産
師会のホームページから行います。連絡先は宮城県助産師会です。皆様のご協力をお願いいたします。

H30年2月14日

のびすく泉中央

こあらっこ
H30年3月9日

のびすく長町南

H30年2月17日（土）「助産師のための感染管理上の最新情報」「子宮収縮剤の使用と管理」研修会開催報告
助産院 大泉

大泉 智子

H30年2月17日、戦災復興記念館で２つの講義の研修が開催されました。
１つ目の講義は「助産師のための、感染管理上の最新情報」で、講師はスズキ記念病院感染管理認定看護
師の佐々木浩美先生です。助産師として患者さんに関わる上でどれも知っておきたい情報ばかりでした。
私たち医療者ができる感染予防の中で身近な予防策としてグローブの着用がありますが、グローブの7080％にピンホールがあるということを演習を通し確認できました。演習はグローブをはめて蛍光塗料を擦り
込み、グローブをはずして手にブラックライトを当て確認しました。大勢の方がそうでしたが、私の手の平
や甲もところどころが光っていて、あらためてグローブ着用前後の手指消毒の必要性を感じました。人に感
染させない自分も感染しないようにすることが大事になります。
また、薬剤耐性関連死が今後死因のトップになると推測されていることも学びました。人の健康を守るためには動物や環境
にも目を配り、それぞれが同じように健康であることが大切な事も学びました。感染予防の正しい知識と技術は今後ますます
重要になると考えます。
２つ目の講義は、「子宮収縮薬の使用と管理」で、東北大学病院総合周産期母子医療センターの富田芙弥先生です。子宮収
縮薬の説明と正しい管理と使用方法について学びました。
母体と胎児を守るために、また紛争防止の為にもインフォームドコンセントを怠らない、ガイドラインに沿って使う事を再
認識しました。講義前後に確認テストがありましたが、とてもわかりやすい講義だったので曖昧な知識が明確になり勉強にな
りました。今回学んだ正しい知識を忘れずに、今後に活かしていきたいと思います。
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H30年3月18日

助産師のための超音波検査の基礎研修（演習編）開催報告
ははこっこ助産院

加藤 道子

宮城県委託 平成29年度 助産師人材育成・再教育研修（２）助産師のための超音波検査基礎知識 ～演習編～
実際に妊婦さんのおなかを診てみようが、開催されました。今回で２回目の開催です。他業種の方々のご協力もあ
り、盛会でした。
超音波(echo)による胎児のスクリーニングは、医師の仕事…診断用機器(超音波機器)を扱うのは、医師や検査技
師…という観念から、「助産師外来」で助産師が取り扱うもの…になってずいぶん時間は経っていますが、まだま
だ助産師にとっては扱い難い(難しい)機械というイメージが拭えない状況です。
実際、当助産院でも「超音波」を使って妊婦健診を行っていますが、目的としては“コミニケションツールとし
て”“母児の愛着形成のため”“分娩を前向きに捉える”など、「胎児スクリーニング」とは程遠く、『診断』は
医師の領域である…という暗黙の了解のもと使用していました。しかし、妊婦健診の半分を助産院で行っている以上、“正常性の診
断”“正常からの逸脱しているかの早期発見”は重要で、『正常』を知らなければ正しい判断ができないと思います。そのために、正
しい機械の取り扱い方、映像の診方を学ぶことで、正しい『助産診断』を行うためにも、今回の研修はとても有意義なものになりまし
た。
機械そのものに触れるのは初めてではないのですが、実際に正しい映像を映し出すだけでも至難の業で、その機械を自分の手のよう
に扱う講師の方達に只々脱帽し、少しでも技術を覚えて実施できるようになるには、これからの研鑽にかかってくるのだろうと思いま
した。「いろはの“い”」である、プローブの持ち方や実際のスクリーニング方法を実施できることは、講義を受けるだけよりも今後
の行動変容に結びつき易いと実感できました。
今回は、前回平成29年3月18日に行われた『助産師のための超音波検査研修会』の演習編でしたが、初心者である私にも理解しやす
い研修会でした。また、実際機械を操作し、実物の妊婦さんのお腹をお借りすることで、よりリアルに研修することが出来ました。
最後に、より分かりやすい研修を行ってくださった講師の皆さん、大切なお腹を貸してくださった妊婦さんや身体を貸してくれたベ
イビー達に感謝申し上げます。

「ウィメンズヘルスにおける助産師の役割～妊娠期から夫婦が共に親力をつけていくために～」 教育講演報告
登米市役所

健康推進課

助産師 伊藤真理

H30年4月21日（土）日立システムズホール仙台、エッグホールにて開催されました。講師は東北大学医学
部保健学科教授 吉沢豊予子先生です。
平素、行政における妊娠期から子育て期の親となるための支援教室を実施しており、時代の流れとともに
夫婦の立場が多様化する中で内容検討をしていたところ、本講演の案内があり早速参加する事としました。
期待通り多くの学びと気づきがありました。
Women’ｓHealthはもちろんの事、Men’ｓHealthの大切さを知り、両親共同型の子育ての重要性をコペアレ
ンティングのプログラムから具体的に学ぶことが出来ました。これからは、夫婦共同型プログラムを意識し
ながら決して母親だけではなく夫へのアプローチと支援をより具体的に考えて行きたいと思いました。

吉沢豊予子先生
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H30年度（公社）日本助産師会通常総会・第74回日本助産師学会参加報告

広報委員 山口之雪

5月24日（木）から始まった通常総会、理事会を皮切りに都道府県代表者会
議・各専門部会と続きました。翌日は、通常総会が石川県文教会館で行われ
ました。参加人数は630名でした。名誉会員5名・会長表彰は68名で当会の高
津真理子さんが会長表彰を授賞されました。
総会の意見交換では、アドバンス助産師更新や産後ケア、乳腺炎重症化予
防ケア・指導料に関する事案については活発な議論が交わされていました。
夜の懇親会は、「山中節」での芸妓踊り（石川県助産師会会員）から始ま
り、金沢の美味しい海の幸など堪能しました。参加人数は300名でとても盛会
でした。
5月26日（土）は、日本助産師学会です。参加人数700名で、会場がいっぱ
いになりました。「愛」尊厳ある生～いのちに寄り添うしなやかな助産師～
というテーマで、午前中は5題のワークショップとポスター発表、午後はシン
ポジウム「産痛をどうとらえるか」でした。特別講演では、長年「いのちの
教育」に携わり、多くの教育賞などを授賞されてきた金森俊朗先生の講演で
した。「子ども自ら質問させて、リアリズムを持っていのちの大切さを理解
してもらう事で、自分が困難に向かう時の力になる」「自分で自分を作って
きたんだよと感じさせることが自己肯定感につながる」など、力強い講義で
した。3日間の短い期間でしたが、全国の助産師の活動の様子が良い発見にな
りました。来年度は、栃木県小山市での開催です。

石巻市委託事業報告 H30年3月20日（火）「石巻イクメン講習会」

あべクリニック産科・婦人科 小田嶋清美

平成30年3月20日今年度最後の“石巻イクメン講習会～備えあれば憂いなし～”が石巻市役所で開催されま
した。独身の方や最近パパになった方・数人ですが女性の方の姿もあり、約５０名の市職員の方が参加されま
した。講師は宮城大学の塩野悦子先生です。 前半は、女性のマタニティ人生における男性の大切さという内
容での講義。後半は、妊婦ジャケット体験・赤ちゃん抱っこ体験の２部構成で進められ、講義では、お父さん
の大切さをBGMにのせ先輩お父さんからのメッセージとして紹介されました。子育ては夫婦で協力して行う
もの・男性の思いやりが女性の育児負担を軽くする事・妊娠中から産後のママはホルモンの変動で情緒不安定
になりやすいため、➀そばにいて②優しく接し③よく話を聞いてあげる…といったパパの具体的な対応を教え
ていただきました。さらに、産後は妻の負担が大きく、夫の出番が少ないために起こりやすい“産後クライシス”について話さ
れ、男性こそ親になる準備が必要で、➀両親学級に参加する②小さなお子さんがいる方の話を聞いたり、訪問してみる③家事力
(例得意料理を１品出来るように)をつける④立ち合い分娩で妻を支える…などご夫婦でより良い育児のスタートがきれるようパパ
が出来るアドバイスをお話してくださいました。そして“産後クライシス”は誰にでも起こりうるが予防も可能であり、そのた
めには、ママがパパに対して開ける“子どもの世話ゲート”…例：ぎこちなさを大目に見る。パパがママに対して開ける“思い
やりのゲート”…例：妻の話をよく聞く。が大切であることをお話していただきました。後半は妊婦ジャケット体験・赤ちゃん
抱っこ体験を行いました。突然１０か月の妊婦を体験。『こんなに重いのか・動くのが大変・腰が痛くなる・しゃがめない・下
が見えない…』など妊婦さんの大変さを実感したようでした。赤ちゃん抱っこ体験では皆さん上手に抱っこされ、中には正しい
抱き方を教えてほしいと積極的なグループもありました。参加した方全員での
体験は短い時間ではありましたがとても充実
した時間を過ごすことが出来たと思います。
この事業は今年度も継続開催が決定しており
ます。
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H29年度安否確認訓練実施報告

災害対策委員 青山幸恵

東日本大震災から丸7年がたちましたが熊本地震をはじめ全国各地で毎年のように大災害が発生していま
す。日本助産師会では大災害に備え、会員が危機意識を常に持ち続けること、災害時における助産師の人材
確認を狙いとして、毎年2月第1火曜日に全国一斉の安否確認訓練を実施しています。
今年度の目的は①各都道府県助産師会において会員の安否を確認し、各都道府県助産師会会長から地区理
事を通じて日本助産師会に報告するルートの確立をめざす②助産師会会員が災害に対する意識を持つことが
できること、でした。
今年で６回目となる宮城県助産師会の安否確認訓練は平成30年2月6日(火)10時に震度6の地震（津波発生な
し）の想定で実施されました。
【結果】 確認数： 会員186名のうち、安否確認できた会員は180名 （96.77％）
確認できなかった理由の内訳：海外在住1名、高齢者2名、連絡なし2名、退会者？1名
確認に要した時間：12グループは2月6日中に確認、2グループは2月8日夜までに確認。
【今後の課題】安否確認の連絡を受けてもSNSの既読のみで返信しない会員への対応。
勤務中に発災した場合は、発災時は緊急対応中の可能性が高く、返信の遅れる可能性を認識し
会員が複数の安否確認手段を会員に登録することを検討する、などです。
次に、これまでの安否確認訓練についての宮城県助産師会の取り組みをお知らせします。
・毎年6月に「防災マニュアル」と安否確認連絡網を全会員に配布しています。
機関誌に2回安否確認訓練の実施について通知しています
・連絡網は、平成29年度は14グループに分け各グループにはそれぞれリーダー・サブリーダーを配置していま
す。毎年事前に実施するリーダー・サブリーダ会議では、防災に関連した研修会や安否確認訓練についての確認を行い顔の見
える関係つくりができてきたと感じています。
・リーダーサブリーダーの皆様には、事前にグループメンバーとの連絡手段を取っておくこと、72時間以内に本部へ報告などご
協力をお願いしております。
・平成28年度からは連絡方法をトップダウン方式に変更しました。
このような取り組みの結果平成29年度の安否確認訓練は、スムーズに実施できたと思います。引き続き、平成30年度も安否確
認訓練を行います。今後とも会員皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

～災害派遣助産師登録のお願い～
大規模災害発生時に「周産期（妊産婦）福祉避難所」が開設され、仙台市より要請があった場合には、妊産婦の心身のケアや母
児への支援のために、宮城県助産師会から助産師を派遣します。これに伴い会員の皆様に派遣助産師の事前登録をお願いいたしま
す（ホームページからご登録ください）。
平成29年9月現在、「周産期（妊産婦）福祉避難所」の開設場所として、仙台市と協定を結んでいるのは、仙台市医師会看護専
門学校、仙台徳洲看護専門学校、仙台医療センター附属仙台看護助産学校、仙台青葉学院短期大学、東北文化学園大学、東北福祉
大学の6施設です。具体的な活動内容については、「周産期福祉避難所（妊産婦福祉避難所）派遣マニュアル」に掲載しております
ので、ご覧ください。なるべく多くの方に登録のご協力をお願いし、いざという時に皆様と協力して妊産婦のケアができればと
思っております。
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みやぎ子育て・女性健康支援センター報告

支援センター代表

新田みつ子

みやぎ子育て・女性支援センターは、Ｈ30年度の総会を終え、今年度の活動が順調にスタートしました。助産
師の需要がますます必要とされております。
今年は新たにみやぎ生協福祉助成金を受けることになり「いのちの授業」が小学校へと活動の場が増えました。
また、H30年5月26日（土）石川県文教会館で開催された第74回日本助産師学会のポスター発表で『宮城県みな
元気で～す。「携帯転送で電話相談を受ける！」』という表題で、高津真理子さんが発表しました。相談員の世代
交代と県内全般に散在していること等から、H24年に携帯転送で電話相談を継続してきました。携帯転送電話での
相談業務のメリット・デメリットを電話相談員に聞きとりをし、メリット・デメリットが相談件数の年次推移にど
のような影響を及ぼしているかを検討した、という内容です。この学会の参加者は700名と盛況で、ポスター発表
は時間が過ぎても閲覧する参加者多数みられました、と参加した山口からの報告です。電話相談件数は、H14年開
始当初から250～350件と推移しています。多い件数ではありませんが、必要としている方々のために継続と質の
向上に努めていきたいと思います。助産師一人ひとり手を取り合い、女性のライフサイクルに尽力していきましょ
う。今年度も会員皆様のご協力をお願いいたします。

H30年5月19日

「赤ちゃん大学」参加報告

みやぎ子育て・女性健康支援センター

阿部美喜

今年から、支援センターの電話相談員をしております。これまでは、生殖補助医療施設に勤務しておりました。
現在働き方改革中です。去る5月19日、ララガーデン長町にて赤ちゃん本舗主催の「赤ちゃん大学」に沐浴スタッフ
研修会の講師の皆さんと実行委員の皆さん。本当にお疲れ様でした
として参加しました。これまで、地域の妊婦さん対象のお仕事はしておりませんので、大変興味深く、また約10年
振りの妊婦さんとの関わり…ドキドキ・ワクワクでした。
当日は、妊娠中のカップル15組が参加されておりました。初めに「子育て」に関する講義です。妊婦さんの悩み
は大きく変わってはいないのでしょうが、やはり晩婚・晩産化は、ママたちの孤立をさらに深めてしまうのでしょ
うか!? そんなママたちの不安解消のための内容がとても分かりやすく、私自身が勉強になりました。ホルモンのい
たずら…、女性はいつの世代もホルモンに翻弄されてしまうのでしょうか。それを、科学的に説明されると男性陣
も「う～ん、納得！」となっていました。男性の脳は「問題解決思考」です。参加のパパのアンケートに、「妻の
気持ちを考えて、子育て参加していきたい」とありました。その後、私と千田とで2グループに分かれ沐浴の実演！
こちらもまた私としては10年振りでしたので、いろいろと思い出しながらの実演、緊張のひと時でした。参加され
た方のほとんどが、パパの実施。どのパパも協力的だし、必死に頑張っていました。今後二人で仲良く育児してい
けることでしょう。アンケート結果もほとんど満足で「具体的な内容でよかった」「出産前に夫と二人で参加でき
てよかった」等でした。次回は6月16日（土）の赤ちゃん本舗泉店での開催です。

講師：山口之雪
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H30年10月8日（月・祝）

～これからの研修会の予定～
H30年8月26日(日)宮城県委託H30年度助産師
人材育成・再教育研修（詳細はチラシ参照）
助産師のための超音波基礎知識～助産ケアへの

じょさんしフェスタスタッフ募集

じょさんしフェスタinみやぎ2019がたいはっくるで開催されます。ボラン
ティアスタッフ大募集中です！皆様の経験を生かして、フェスタを成功させ
ましょう！非会員さんも大歓迎です。助産師仲間とつながりませんか？お申
し込みは、助産師会HPまたは、チラシからどうぞ！

活用：基礎知識と技術演習

H30年9月8日(土)・9日（日）
北海道・東北地区研修会（詳細はチラシ参照）

CLoCMiP®レベルⅢの申請・

8日「パーソナリティー障害を伴う母親への対

更新に向けて計画的に研修を

応」「産後クライシス予防の大切さ」

受けましょう！

9日「GDMの周産期ケア」「乳がんと周産期」
「母体感染のリスクと対応」（CLoCMiP®対応）

連絡網メール登録を
お願いします
災害時の会員の皆様の安否確認や緊急
連絡、研修案内など重要事項の連絡に
使用するため、登録をお願いしており

保健指導部会会員の皆様にお知らせ
母乳育児支援に関する安全評価をメールフォー
ムで行います。母乳育児相談をされている会員
は、右記のQRコードから回答を
お願いします。
期限：H30年6月30日

ます。スマホ・PCからの登録の場合
は、下記QRコードから連絡先登録の
メールフォームへ必要事項をご入力く
ださい。
＊登録された連絡先の運用

みやぎ子育て・女性健康支援センターの

については、宮城県助産師

チラシができました。支援センターのHP

会HPよりご確認ください。

からもダウンロードできます。ご活用く
ださい。

新役員紹介
平成30年度より、広報委員となりまし
た。仙台市在住の新沼です。多賀所市子
育てサポートセンターでパート勤務と、
地域で妊婦さん向けのクラス・ベビー
マッサージクラスを開催しています。
微力ではございますが、精一杯務めます
ので、よろしくお願いします。

一般社団法人宮城県助産師会

今年度より宮城県助産師会の安全委員になりました、東松島
市在住小野直子です。
地域の子どもをもつ家族へのサポートや、ママがセラピスト
として活躍する一助となればと思い、2017年4月にベビーマッ
サージ＆ベビースキンケアの教室と、資格所得のためのス
クールとして「Andante」を開業しました。
「歩く速さで」という意味の屋号には、お子さんを中心とし
たご家族で、ゆっくりしっかり未来に向かって歩んでほしい
という思いを込めました。これから自分で選んだ仕事や助産
師会での仕事など、しっかりとした足取りで頑張っていきた
いと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

編集後記

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

機関誌発行にあたりお忙しい中、寄稿くださいま
した会員の皆様ありがとうございました。会員の
皆様のご活躍が伝わる紙面になるよう努めますの
で、是非ご活用ください。
広報委員：新沼映子
山口之雪
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