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宮城県助産師会だより
２０２２年を新たな胎動の年に！

～巻頭言～

代表理事（会長） 塩野悦子

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。この年末年始は比較的穏やかに過ごせてお
りましたが、それも束の間。1月末から急速にオミクロン株が蔓延し、妊産婦やご家族の不安は一層強まっておりま
す。特に医療最前線でご勤務の皆様ならびに小さなお子様のいる皆様におかれましては、ぜひともご自身の安全な生
活活動の確保を願うばかりです。
2022年は寅年でも、壬寅（みずのえ・とら）にあたります。「壬」とは女性のお腹に子供を宿す「妊」の一部であること
から「はらむ」「生まれる」という意味があり、「春の胎動・草木が生ずる・成長・発育」といった縁起のよい意味が含ま
れているようです。会員の皆様にとって、助産師としてこれまで積み上げてきたものが成長していく良い年になること
を心から切に願っています。
新たな始動といえば、宮城県助産師会では、昨年6月より、“2021年度厚生労働省委託事業 不妊症・不育症におけるピアサポーター
等の養成に係る広報啓発業務”の北海道・東北地区の地区担当となり、業務を進めて参りました。ご協力いただきました多くの会員の皆様に
は心より御礼申し上げます。この度の研修を通じて、助産師のポジションの意味の深さをあらためて認識することができました。後日、厚生労
働省の報告が出ましたら、ご紹介させていただきます。
さて、2022年度の宮城県助産師会の総会および教育講演のお知らせです。2022年4月16日に、昨年同様、オンライン開催とすることを
決めました。引き続き、宮城県助産師会活動の活性化ならびに皆様の助産師としての更なるキャリアアップを目指し、様々な企画を準備してお
ります。ぜひとも主体的にご参加いただき、会運営についても忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。仙台市はこれまでの産後ケ
ア事業を大きく評価して予算を拡大し、対象を生後1年未満の母子とし、さらに自宅訪問型も行う方針を明らかにしており、今後ますます地域
での助産師の活躍が望まれます。
そこで、産後ケア実務助産師研修申請についてお知らせいたします。まだ皆様へのお知らせが十分に行き届いていないことをお詫びいたし
ますが、2021年度の申請期間は2022年3月１～31日となっております。要件等は日本助産師会ホームページを必ずご覧ください。産後ケア
の質向上のために日本助産師会が認定する申請制度となっております。研修内容や時間が規定されていますので、これからの学びの参考に
して準備をお願いします。また、日本助産師会は2021年11月に政府に対して産後ケアの利用料金補助の拡充と適正な委託費の検討の要望
書を提出し、希望する母親すべてが産前産後ケアを受けられるようにと要望しています。
最後になりましたが、2022年度公益社団法人日本助産師会の通常総会の開催は2022年5月
27日、学会は28日に開催されます。総会は役員・代議員のみ対面で、一般はストリーミング配信と
なります。学会の一般演題は遠隔ライブ配信、講演等はオンデマンド配信の予定です。ふるってご
参加ください。
なお、来年度からの「宮城県助産師会だより」は、年2回（6月・2月）の発行となります。理由は担
当者の負担軽減もありますが、今後は時代の波にのるために、メーリングリストやホームページ、イ
ンスタグラムなどのＳＮＳからの配信に力を入れていきたいと思っています。皆様のご理解とご協力
をあらためてお願い申し上げます。

令和3年度 看護の日 表彰受賞者
令和3年度看護の日表彰を伊藤朋子さん・荻原芳香さんが受賞しました。
おめでとうございます。今後もますますのご活躍祈念いたします。

萩原芳香

伊藤朋子

看護の日、萩原芳香・伊藤朋子の2名が宮城県からの褒状をいただきました。ご
推薦いただきありがとうございました。
看護の日は、5月12日（ナイチンゲールの誕生日）ですが、コロナの影響で10月12
日に授与式となりました。
東北労災病院の萩原芳香さんは、勤務先の産科が閉鎖されてからも、通常の看
護業務に加え、キャプネットみやぎ・宮城県こども夜間安心コール＃8000などの電
話相談などを兼業され、助産師としての活動を続けておられます。
とも子助産院も、今年で22年目となります。これからも精進いたします。
とも子助産院 伊藤朋子
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みやぎ助産師フェスタ開催報告
一般社団法人宮城県助産師会の「じょさんしフェスタ」は昨年は中止していましたが、今年はオンラインや対面による講座をたくさん用意しま
した。たくさんの方々にご参加いただき、11月27日をもちまして無事に全部のイベントが終了しました。ありがとうございました。
助産院ってどんなところ？
行ってみて聞いてみよう！
～助産院見学会、赤ちゃん体重測定、母乳育
児相談など～
森のおひさま助産院

小野由起子

カップルのための親になる備え
～産後クライシス予防のヒント～
（オンライン）

夫婦で育児、協力できてますか？
〜コペアレンティングという考え方〜
（オンライン）

～できればカップルでご参加ください。産後
クライシスについてはケロケロ助産院へ～

～夫婦での育児協力に必要なエッセンス
を、科学的根拠に基づいてお伝えします～

当会会長 塩野悦子（宮城大学教授）

東北大学ウィメンズヘルス・周産期看護学
分野 武石陽子

家族で助産院に遊びに来てくれました。
赤ちゃんの体重を測ったりみんなで遊ん
だりしながら助産院の日常を満喫しまし
た。子ども達の笑顔はみんなを幸せな気
持ちにしてくれますね。

助産師による育児相談と選べるボディケア
（対面の個別相談）
～育児相談とボディケアのセット（乳房マッ
サージ・ヘッドマッサージ・リフレクソロジー
から選択可）～

ご感想：
「先生のおはなしがとても楽しく、二つの
ゲートを開けて楽しく育児にかかわれたら
良いな。」
「夫婦で大変満足！こどものためにも良い
夫婦関係でいられるように意図的にして
いきたい」

ご感想：
「いろいろな研究の結果を聞くことができ
た。」「コペアレンティングの考え方を初め
て知って勉強になった。」「学術的に学ぶこ
とができた。」「パワーポイントの資料もとて
も見やすくわかりやすい説明だった。」
「愛情豊かに子育てができるかでその子の
人生がかわってくるので、母子手帳交付の
ようにすべてのご夫婦に受けてほしいと切
望する。」

うぶごえ座による保護者向け講座-online-（オンライン）

ほんだ母乳育児相談室 本田由美
～新型コロナウイルスの影響でうぶごえ座が出演予定だった学校行事が中止になった
り、児童向けのみの開催の予定になったりしております。思春期を迎えるお子さんに大
事なことをどのように伝えるか、そのコツや宮城の現状をお話します。～
いのちの授業出前講座チーム うぶごえ座

ご感想：
「心と身体がリフレッシュできてとても良
いイベントでした。」
「ママ達どうしも仲良くなりいい時間に
なりました。」
「オイルマッサージが気持ちよかった」

小中学生の保護者や先生など思春期の健康教育に関心のある方を対象にお話ししま

した。合計46人＋αの参加がありました。お仕事をお休みしてちょっと大きくなったお
子さんと一緒に講座に参加してくださった方もいました。アンケートに答えてくださった
方にうぶごえ座が参考にしている資料の一覧表をお配りしました。またこのような機会

＊ベビースマイル石巻スタッフにご協力
いただきました。
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を設けられたらと思います。うぶごえ座メンバーも楽しませていただきました。
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みやぎ助産師フェスタ開催報告
産後の暮らしを考える「アフターバースプラン」
（オンライン）

産後のママクラス
（オンラインzoomミーティング）
～育児中のママと助産師のグループで相談やおしゃべりをしてリフレッシュし
ましょう！～ 産後1歳未満のママと赤ちゃん対象

～出産は子育てのスタート♡産後も家族が笑顔で

過ごせるために、みんなでプランを考えましょう～

みやぎ助産師オンラインチーム

愛のはな助産院 助産師hana

16組のママ＆プレママの参加がありま
した。
グループワークも楽しく、最近気になっ
ている話題やお悩み相談などであっと
いう間の一時間でした。M-MOTのク
ラスはまだまだ継続しますので、どうぞ
ご参加ください。HPからお申込みでき
ます！検索してみてくださいね！

妊娠中の方、0歳児を子育てしている方を対象に開催。
産前産後の女性6組の参加がありました。
産後も笑顔で過ごせるよう、みんなで話し合い、和やか
に交流することができました。

高野花 助産師

望月助産師

0歳児のパパカフェ
（オンライン）
～赤ちゃんのいるパパ同士でおしゃべりし
ませんか？マグカップ片手で気軽にご参
加ください～

孫まごサロン
（対面）

孫育てに関する電話相談
（予約制 １人15分）

孫育てに関心のある方、相談したい方
千田道代（とも子助産院）

当会会長 塩野悦子（宮城大学教授）

娘 を も つ 母 親 ４ 人 の 参 加 が あ り ま し た。母 娘 関 係 に つ い て、子 育 て の 世 代 間
ギャップ、アレルギーの話などで盛り上がりました。
「い ろ い ろ な 人 の 話 が 聞 け て 良 か っ た。」「チ ラ シ を ス ー パ ー など にお い て ほ し
い」とのご意見もありました。
0歳児のお子さんをもつパパを対象に開催。
２組のパパの参加がありました。
パパ同士のやりとりがとてもよかったです。

一般社団法人宮城県助産師会主催「じょさんしフェスタ2021」11月開催 - じょさんしフェスタ2021
(josanshifesta.com)に詳細がございます。
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2021年11月20日（土）宮城県委託事業 令和3年度 助産師人材育成・復職支援研修
第一部 CLoCMiP レベルⅢ必須研修
女性に対する暴力予防の支援 助産師が知っておきたい性暴力の現状
第二部 CLoCMiP レベルⅢ必須研修
臨床推論
周産期の臨床推論
研修報告
T‘ｓレディースクリニック 小林良子
R

R

今回は、オンライン開催で、第一部参加者は105名、第二部参加者107名でした。
第一部の「女性に対する暴力予防の支援」では、慶応義塾大学総合政策学部教授・警視庁長官官房付 小笠原和美教授をお迎えし、「助産
師が知っておきたい性暴力の現状」についてご講義いただきました。
犯罪の実際、刑法改正の最新情報や具体的な法律に触れ、医療現場で、子どもや女性など弱い立場の被害者に寄り添い、証拠や精神的な状
態など残しておく事が出来るだけ早く心のケアに繋がる事を学びました。
犯罪は氷山の一角で実際は、その3倍は犯しているという犯罪者の声に驚き検挙は再犯を防止する事に繋がる事が分かりました。また被害を
防止するためには何より幼少期からの性教育の普及活動が必要であり、NO!嫌!、GO!逃げる！、TELL!信頼出来る大人に相談する事を一人
ひとりが自覚し、行動出来るよう助産師として関わっていきたいと思いました。年齢の理解度に合わせたリーフレットの紹介や先生が執筆出版さ
れた「おしえて！くもくん」は、現場で直ぐにでも活用出来る情報をいただき、今後役立ていきたいと思います。
「周産期の臨床推論」では、実際あった3事例の紹介の後に、13グループに分かれ、それぞれ与えられた事例をも
〔報告者 病院紹介〕
とに活発に推測しながら話し合われました。その後、臨床推論のプロセスの過程を通し
私は、産科クリニック
て実際の報告からその時の情景を思い浮かべながら有意義な学びの時間となりました。 で勤務し、主に妊娠初
今後の臨床の場で、常に念頭に活かしていきたいと思います。
期から産後1ヶ月健診
までのケアに携わって
います。妊娠期から信
頼関係を築いて一組ひ
と組の親子が大変な時
期を楽しく乗り越えられ
るよう一緒に伴奏して
いきたいと思います。
小笠原和美先生

伊藤朋子氏

武者文子氏

武石陽子氏

小寺由理氏

2021年度厚生労働省委託事業「不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修」報告
宮城県助産師会

書記補佐

山口之雪

2021年2月に厚生労働省の不妊症・不育症におけるピアサポーター等の養成に係る広告啓発業務を日本助産師会が
委託され事業が開始されました。北海道・東北地区は、宮城県助産師会が担当県として事業に参加しています。
この事業の目的は、不妊症・不育症患者に対する精神的サポートと、医師、助産師、看護師、心理職など専門職による
支援に加え、過去に同様の治療を経験した者による傾聴的な寄り添い型ピアサポートが重要かつ有用であると指摘され
ており、広く不妊症・不育症関係者に周知・広報する事です。
8月から申し込みが開始され、10月から1月10日までオンデマンド研修、1月22日23日に、ライブ配信でグループワー
ク、2月5日6日に、ライブ配信で支援プログラムについてグループワークが行われました。参加者は、ピアサポーター向け647名、医療従事
者向け1837名で、全国の不妊症・不育症の体験者、知見を広げたい方、サポーターになりたいと思っていたという方や、グリーフケアを専門
に仕事をしている方、整体師、社労士など、多種多様な方が集まる研修会となりました。助産師としてケアする機会はありましたが、他職種や
経験者の気付きを学び、自分の未熟さを痛感しました。また、講師の石井氏は、「傾聴」のスキルをつけましょうと締めくくっていました。助産
師も「傾聴」をする機会が多くありますので、「傾聴」を今後も学び続けていかなければとも思いました。2月後半に開催される、受講者が参加
するピアサポター・医療従事者 交流会で、また様々なことを学びたいと思います。
東北・北海道地区31名のファシリテーター従事にご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。
不妊症・不育症の治療が広く行われている昨今ですが、正しい知識が多く人に伝わり、これに悩む方々のサポートが各人の住む地域の身
近で行われる日が実現できるように、今後もご協力をお願いいたします。
宮城県・仙台市受託事業「助産師による妊産婦電話相談」実施報告
ちさか助産院

千坂芳恵

2020年7月から宮城県・仙台市の委託事業としてスタートして2年目となりました。
2020年度は総数113件でしたが、2021年度は1０カ月間で202件と相談件数が増加しております。
今年度になってからは、相談窓口が周知され始めたのか13時開始とともに相談が入り相談が集中
する時間帯もあり、また18時以降の相談やリピーターが増加しているなど忙しく対応している現状で
す。また、妊産婦のみならず夫や実母、義母などからの相談にも対応しています。
相談者の方で気になるケースは相談員の中で情報を共有するとともに支援方法を検討し、必要時
は行政機関に繋げて切れ目のない支援に取り組んでいます。
さらに、新型コロナウイルス感染が長引いている状況で孤立する母子が増えているにも関わらず相
談できる窓口の縮小などにより、今後もこの事業の必要性は高くなると考えられます。
必要な方に情報が届きますように、会員の皆様のご協力をお願いいたします。
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2021年11月20日（土）日本助産師会 災害対策委員会

ーオンライン連携集会の参加報告
宮城県助産師会

災害対策委員

青山幸恵

今年度の日本助産師会災害対策委員会は2021年11月20日（土）に開催されました。参加者は全国各県の助産師会の災害対策委員と
本部の役員などでした。当会からは塩野会長、戸田災害対策委員と青山の3名が参加しました。内容は「災害対応に向けて行政、他機
関との連携への取り組み」として新潟県、広島県の各助産師会、北海道東北理事/福島県助産師会の活動報告がありました。
新潟県では、2010年に発生した中越沖地震では19日間延べ124人の会員で被災地での支援活動を行ったということでした。また過去3
年間で大きな地震に3回見舞われた経験から災害対策マニュアルを実情に合った内容に改定しました。広島県の報告では2014年に発生
した広島市豪雨災害時の支援活動では2か月間で延べ20か所29名の助産師を派遣したということです。また2018年に発生した西日本豪
雨災害後の振り返りとして行政等と日頃より連携をとる必要性、外国籍の妊産婦や子育て中の家族を含めた支援、情報提供の必要性に
ついての課題を挙げていました。北海道東北地区理事より当地区の助産会の連携支援について実効性を高めるためにというテーマで
「平時からの備え」「顔の見える関係作り」「行政との連携」「新型コロナ対策」などについての報告がありました。
その後事務局より「2020年・2021年各助産師会の災害対応の調査報告」「災害事務局の対応について」「災害時ボランティア保険に
ついて」の説明がありました。災害時支援の際、加入するボランティア保険は「旅行保険」であり助産業務についは現状では個々で加
入している保険で対応するということでした。最後に「各助産師会の災害時の母子支援の対応・対策」「各助産師会の
行政、他機関との連携への取り組み」というテーマでグループワークをしました。グループワークでも意見交換が活発
に行われました。参加者から助産師は災害時支援にボランティアとしてではなく専門職助産師として支援活動に参加す
るべきである、そのために助産師の有用性を厚労省や行政に広め災害時支援での保険や対価についても今後検討が必要
である、などの意見が聞かれました。当会の活動と照らし合わせながら参加しましたが他県の活動など参考になる事柄
が多くありました。当会の災害時支援に生かしたいと思います。今後も皆様のご協力よろしくお願いいたします。
災害派遣助産
2021年度災害に対

２０２２年２月1日（火）に本訓練が開催され、無事に終了いたしました。皆様ご協力ありがとうご

応する訓練実施報告

ざいました。詳細は、次回の宮城県助産師会だよりでご報告いたします。

「仙台市思春期保健健康教育」 実施報告

師登録QRｺｰﾄﾞ

災害対策委員

母乳育児相談室マミーぱい×2 岩佐あけみ

沖野中学校では、毎年3年生にこの思春期健康教育を受けているということでした。今回担当するのは初めてでした。138名の生徒さんと
50分間の時間をいただいて、たくさん伝えたいことはあるのですが、いつもの中学生用に沖野中学校に事情を含めてお話しさせていただき
ました。生徒さんたちは目をキラキラさせて、聞いてくれました。同行していただいた青葉区役所の子ども未来局 子ども育成部の保健師菅原
さんからも、こういう企画がもっともっとできるといいですね。よかったですと言っていただきました。また、養護教諭の岡崎先生の熱意も感じ
ました。こういった機会を与えていただいて感謝しています。
中学校となると、それも3年生だと受験も控えていて、難しい時期ではあるのですが、早い子では1年後2年後には家庭を持つ子も出てきま
す。今はネットで何でも検索できる時代で、そんなこと知っていたと言われるかも知れませんが、一つ一つのことはわかっても、つながってい
ることや、どう考えることや、命について、将来について深く考えてほしいなと思ってお話しさせて
今年度当会では15校、1801名の市内中学
いただいています。私の住んでいる地区では、全部の中学生が思春期保健講座を聴きます。仙台
生に、思春期講話をお届けしました。
市やほかの市町村の中学校がこういった企画ができるといいと思いました。
石巻市委託事業

「親になるための教育事業」 実施報告

まどか助産院 新沼映子

今年で４年目となる「親になるための教育事業」。今年度は、市内12校で開催されました。COVID-19感染症予防対策のため、体験授業は中
止となり、講義時間を延長し実施しました。講師の山口助産師の講話では、助産師の仕事の紹介から始まり、思春期のからだの変化や心の変
化、性の多様性、感染症の予防、妊娠の経過や子育てについてなど、短い講義時間でたくさんの内容をお伝えしていました。
今回私が伺った学校では、感染状況が落ち着いていたこと、生徒が数名であったこと、学校のご希望もあり、感染対策に配慮した上で、妊婦
ジャケットの着用や赤ちゃん人形の抱っこ体験を設けることができました。生徒さんは、赤ちゃん人形を丁寧に扱っており、妊婦ジャケットの重さ
を知って、大変さを体感しているようでした。
このような機会は、中学生にとって大変有意義で貴重なものだと思います。今回の学びが将来に生かせるように願います。
仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」実施報告

出張専門助産院♪アンダンテ

根本靖子

仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」は今年度COVID-19感染拡大によるまん延防止等重点措置の状況に応じながら実施した一年でし
た。 のびすく各館の休館に伴い、サロン中止が余儀なくされた昨年度から前進し、休館中はオンラインによるグループ相談、再開直後は対面に
よる個別相談など状況に応じながら実施できたことは今年度の大きな収穫でした。開催までには、仙台市やのびすく各館との話し合いを重ね、
また担当助産師間でオンライン会議にて、進行や注意点の確認、Web会議システムwebexの使い方など練習し、ようやく実施できるようになり
ました。
感染状況が落ち着いた11月からは対面に切り替わり、少人数での対面サロンを開催中です。仙台市では4か月育児教室の再開のめどが立た
ない状況が2年近く続いています。コロナ禍で余計に孤立しがちな産後間もない母子にとって、当事業が赤ちゃんとの初外出やのびすく利用の
きっかけになっているようです。また助産師への相談や母親同士で想いを共有することで安心した、とのご感想が多く寄せられています。中には
のびすく子育てコーディネーター（NOKOCO）へ継続支援につながるケースもあり、終了後のびすく担当者とのカンファレンスは大切にしていま
す。今後も切れ目のない産前産後の育児支援の一助となるよう、感染状況に柔軟に対応しながら従事していきたいと考えております。感染状況
が許せば、次年度は会員の皆様にも当事業に携わっていただけたらと願っています。その際は会員の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいた
します。
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宮城県助産師会だより
2022年1月14日（金）

2021年度

みやぎ助産師マップ連絡会

開催報告
みやぎ助産師マップ連絡係

大泉智子

みやぎ開業助産師マップ連絡会は、今年度もCOVID-19感染拡大予防策として、オンライン開催となりました。新しく掲載される方
や、2022年度に開業される方も含め20名の参加となりました。連絡会では、マップ掲載基準についての検討と、マップのレイアウト
変更等について活発な意見交換が行われました。2022年度のマップ掲載基準の条件となる事業・研修の参加回数は、依然コロナ禍に
あり先が見通せないため、事業１回以上・研修２回以上を条件とすることと、事業・研修への参加期間については、2022年度から
は、４月～翌年３月に変更になることを確認しました。
来年度は新しく掲載される助産院が2か所増え、23か所が掲載される予定です。常日頃、会員の皆様にはみやぎ開業助産師マップの
配布と助産院の紹介をしていただき心より感謝いたしております。ありがとうございます。皆様のおかげさまで昨年度から配布施設
が30施設増えております。今後掲載助産院が増えていくことを踏まえると、助産師マップがもっと見やすく利用しやすい形態に変え
ていくことも必要と感じております。コロナ禍で不安を抱いている妊産婦さん、またご家族が安心して過ごすことができるよう、こ
れからもお一人お一人の気持ちに寄り添ったケアを提供していきたいと思います。引き続き感染防止策を講じながら、より一層精進
してまいりますので皆様のご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。最後になりましたが、来年度のマップ係は千坂芳恵さんと大泉
智子で担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

今後の研修会予定・お知らせ

令和4年度一般社団法人宮城県助産師会通常総会
（オンライン開催・委任状同封）

教育講演
日時：令和4年4月16日（土）13：00～15：00
（12：30オンライン開場）

日時：令和4年4月16日（土）

講演テーマ：妊娠葛藤相談窓口事例から

10：30～12：30（10：00オンライン開場）
委任状は同封ハガキを４月10日（日）までに必ずご返送ください。

出席予定の方にはメールにてご案内をお送りします。

～「にんしん」をきっかけに、誰もが孤立すること
なく幸せに生きていける社会を目指して～

講師：大庭美代子氏（ピッコラーレ相談支援員、助産師）

メールアドレスに変更のある場合はお知らせください。

宮城県助産師会ホームページに、総会のお知らせを掲載しております。
問い合わせ：一般社団法人宮城県助産師会 書記 伊藤朋子
（miyagisanba@gmail.com）

令和4年度会費の引き落としについて
•

次年度会費は、

•

会費：23,000円（内訳：日本助産師会15,000円／ 宮城県助産
師会8,000円） 残高の確認と準備をお願いします。

2022年2月24日（木）に引き落としになります。

•

年度末退会申請期限は過ぎておりますが、可能な限り対応（口座
振替停止）いたします。

•

２月初旬までにマイページで退会手続をしてください。

•

他県へ移動予定の方は、2月10日までにマイページより都道府県
移動申請をしてください。

次年度は理事改選の年
理事を募集しております

来年度は理事改選の年になります。
助産師会理事として活動してみたいという方
は、自薦・他薦を問いません。
総会開催当日までに、一般社団法人宮城県助
産師会へご一報ください。
＊委員は随時募集しております。

今後の研修会について

令和4年度の宮城県助産師会主催の研修会は、
◎4月教育講演
◎11月
◎令和5年2月を予定しております。

一般社団法人宮城県助産師会
〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1-1
宮城大学看護学群 気付

電話:：090-2273-3834
電子メール: miyagisanba@gmail.com
＊FAXは解約いたしました
ロゴ
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【編集後記】

広報委員 新沼映子 根本靖子
コロナ禍最前線で対応されている方々に感謝申し上げます。
研修会もオンラインだけではなく、対面開催も増えてきました。
宮城県助産師会のHP・Twitter・Facebookでも情報発信しております。
是非ご覧ください。
年3回発行してきた宮城県助産師会だよりですが、来年度からは春号と冬
号の2回の発行に変更となります。会員の皆様に有益な情報源となるよう努
めます。どうぞよろしくお願いいたします。

