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（一社）石川県助産師会 

  

平成 27年度通常総会・交流会の報告 
   

平成 27年度（公社）日本助産師会通常総会・ 

第 71回日本助産師学会の報告 
   

◆平成 27年 5月 16日教育プラザ富樫に

て、平成 27年度（一社）石川県助産師会

通常総会が開催されました。 

席上、加藤会長より平成 30年度 (公社)日

本助産師会通常総会及び第 74 回日本助

産師学会の石川での開催が発表されまし

た。石川県支部として発足して以来、初め

て開催される本部総会です。全国各地から

たくさんの助産師が石川の地に集結いたし

ます。どうぞ皆様、お力をお貸しください。 

また、産後ケア事業に対する会としての取

り組みについての質問や、会員間の繋がり

を深めるためにミッドワイフカフェのような

交流会の有用性について貴重なご意見を

頂きました。 

詳細は議事録をご確認ください。           

平成 27年 5月 23日～25日（公社）日本

助産師会通常総会と助産師学会が、春の

京都で開催されました。 

◆専門部会では、どの部会においてもラダ

ーの認定についての話題があがりました。

また、保健指導部会が編集した「第 5弾ヒ

ヤリハット集」が全ての部会で使用できると

のお知らせがありました。 

◆通常総会は、非常にスムーズに進行さ

れ、各県代表の代議員により全ての審議

事項が承認されました。 

（公社）日本助産師会の理事会選挙が実

施され、新理事会が誕生しました。詳細は

機関誌 8月号をご覧ください。 

◆ホテルグランディア京都で開催された懇親

会では、舞妓さんと芸妓さんの舞を堪能しま

し。京都らしさあふれる余興は素晴らしい！

の一言でした。 

◆学会の講演会の特別講演の桂良太郎氏

の温かいお人柄そのままの講演会は、人と

のつながりの中で仕事をする助産師にとって

大切な事を思い出させてくれました。               

助産師の坂本フジエ氏はインフルエンザの

為急遽ビデオ出演となるアクシデントがあり

ましたが、たくさんの助産師が会場を埋め尽

くしました。 

◆子育て女性健康支援センター石川の事業

についてのポスターセッションでは、多くの方

に石川県の活動を見ていただけました。 

 

◆午後からは『メデラ株式会社』敏腕マネ

ージャーによる軽妙な営業トークによる商

品説明会でした。 

エビデンスが商品開発の全てという『メデ

ラ』のホームページは、一見の価値ありで

す。その真骨頂ともいえる最新型電動搾乳

器の効能と価格に、会場から溜息が漏れ

ました。また「スイス人はおおざっぱ！」な

ど、外資系の会社ならではのあるあるな

ど、大変楽しく、興味あるお話でした。 

◆交流会では「乳頭混乱」をテーマにグル

ープディスカッションを行いました。 

様々な職場や立場の助産師により、色々な

アプローチがある事が分かりました。和気

あいあいとした実のある時間となりました。 

 

テーマ 

●平成２７年度（一社）石川

県助産師会通常総会・交流

会の報告 

●平成２７年度（公社）日本

助産師会通常総会・第 71

回日本助産師学会の報告 

●今年度研修計画 

●ミッドワイフカフェ石川 

●理事会より 

 

 

 

 

【平成 28年度(公社)日本助

産師会通常総会・第 72回日

本助産師学会 in宮城】 

総会会場：仙台国際センター

懇親会：メトロポリタン仙台 

テーマ：「ありがとう 繋がるい

のち 見守るいのち」 

日時：平成 28年 5月 27日

通常総会・懇親会       

平成 28年 5月 28日    

日本助産師学会 

講演会              

１．菅原準一氏         

東北メディカル・メガバンク機

構 地域医療支援部門教授・

産婦人科医           

「東北メディカル・メガバンク

事業から次世代の健康管理

のために～三世代コホート調

査から～」             

２．川島隆太氏          

東北大学加齢医学研究所教

授                  

「脳科学から見た優しい子育

てとスマートエイジング」 



 

2 ここにタイトルを入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の研修計画 
   

Ｍｉｄ Wｉｆｅ Ｃａｆｅ開きます！ 
   

石川県助産師会理事会より 
   

 

◆今年度の総会の折に、ご

意見いただいた、ミッドワイ

フカフェ石川を企画いたしま

した。 

同じ助産師という職業を選

んだ者同士、ちょっと話しに

来ませんか？どうぞお好き

な時間に、お気軽にお立ち

寄りください。ベテラン助産

師 3人がお迎えします。 

新人さんもベテランさん

も、育休中の方も赤ちゃ

ん連れでどうぞ。 

助産師であれば、会員非

会員を問いません。周り

の助産師の方々にもぜひ

お声掛けくださいね。 

美味しい紅茶を準備して

お待ちしています。 

【ミッドワイフカフェ石川】     

場所：菜の花助産院       

白山市知気寺町り-29-1         

時間：１０：００～１４：００     

＊出入り自由です。お好きな時

間にいらしてください。      

お茶代：500円           

（お昼ごはんはご持参下さい） 

日程：7/23・8/20・9/17・10/15・

11/12・12/3。（6回を予定）     

申込先：080-3034-0034吉田 

◆平成 30年度（公社）日

本助産師会通常総会・第

74 回日本助産師学会が

金沢で開催される事が決

定しました。 

石川県助産師会一丸とな

って、この大きな大会を成

功させましょう。皆様のご

協力、どうぞよろしくお願

いいたします。 

現在お手伝いして下さる

方を募集中です。ぜひ事

務局までご連絡ください。

【事務局：石田 090-2128-

0727】           

会は活動しています。今

後ともどうぞよろしくお願

いいたします。どうぞ皆様

のご意見をお寄せくださ

い。 

【編集後記 】         

総会で訪れた京都は、若葉

の緑が美しい季節でした。間

近に見た舞妓さんは、本当に

きれいで可愛らしく、懇親会

に参加した助産師達が見事

にオジサン化しました（笑）。

帰宅した夜、偶然見たＴＶに

その舞妓さんが出演していて

感激！ツーショット写真はお

宝です！！（Ｙ．Ｍ） 

◆石川県助産師会教育委

員会では、今年度の研修を

計画中です。 

多岐にわたる助産師業務

に合わせ、様々なジャンル

の研修内容を揃えていま

す。自身の今後の活動や

視野を広げる目的でも、ぜ

ひ色々な研修にご参加くだ

さい。きっと新しい助産師

像が見えてきますよ。 

開催予定が未定のものは、

決まり次第随時詳細をお知

らせいたします。 

内容 講師 日時 人 

性教育講師養成講座Ｎｏ．１     

「発達段階に合わせた性教育講座

の実践」 

坂谷理恵子

氏 

7/30   

9：30～

12：30 

20人 

性教育講師養成講座Ｎｏ．２     

「これから性教育を始める方へのア

ドバイス」 

坂谷理恵子

氏 

8/27   

9：30～

12：30 

20人 

性教育講師養成講座Ｎｏ．３   

「石川県の思春期の性の状況」 

紺谷 昭哉

氏 

10/22  

13：00～

16：00 

30人 

ＮＣＰＲ Ｂコース            

（会員優先） 

久保 実氏  1月中 24人 

小児の発達と健康診査        

（女性健康支援センター登録員優

先） 

東出 崇氏  

はぐはぐキッ

ズクリニック 

10月以

降 

50人 

 

 

   【研修会の申込】 

申込可能な研修会につい

ては、メールにてお申込み

下さい。 

まだ詳細が未定の研修会

については、決まり次第会

員宛てに詳細をはがきで

お知らせいたします。 

 

アドレス：ｙｏｓｉｄａ．ｍｉｔｉｙｏ

＠ｐｕｒｐｌｅ．ｐｌａｌａ．ｏｒ．ｊｐ 

吉田みち代まで 

 

メールには名前・所属・会

員番号・参加したい研修名

をご記入ください。 

一般社団法人 

石川県助産師会 

 
〒９２４-０８３２ 

石川県白山市藤木町 

２５５-２ 
 

電話番号 

080-3740-4512 

 

E-mail 

kfbyq900@ybb.ne.jp 

平成 30年度（公社）日本 

助産師会通常総会 

平成 30年 5月 25日（金） 

 

第 74回日本助産師学会 

平成 30年 5月 26日（土） 

 

会場：石川県立音楽堂 


