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（一社）石川県助産師会 

  

平成 28年度通常総会・交流会の報告 
   

平成 28年度（公社）日本助産師会通常総会・ 

第 72回日本助産師学会の報告 
   

 

 

◆平成 28年 5月 13日教育プラザ富樫に

て、平成 28年度（一社）石川県助産師会

通常総会が開催されました。 

初めに県の子育て支援担当課長様よりご

祝辞、江藤専門員と岡部グループ主幹より

講話がありました。               

続いての審議事項の中で会費値上げの提

案がありました。会員が 200名いれば現状

のままでも活動が可能であり、2年前から

会員増を目指そうと努力しました。しかし思

うように伸びず値上げをせざるを得ないと

の説明があり、審議の結果、平成 29年度

より年額 8000円の会費として承認されまし

た。           

詳細は議事録をご確認ください。  

 

平成 28年 5月 26日～28日（公社）日本

助産師会通常総会と助産師学会が、新緑

の仙台で開催されました。 

◆専門部会                   

助産所部会では、助産所の今後の在り方

について、保健指導部会では、経営に着目

し、確定申告について、勤務部会では、

CloCMiPレベルⅢについてそれぞれ話し

合いがされました。 

◆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。 

詳細は機関誌 8月号をご覧ください。 

 

◆ワークショップ                 

①「助産師ができる災害時の備え」災害対策

委員会 ②「もう一人産みたくなる助産師の

ケア」助産所部会 ③「ヒヤリハットは現場で

起きている！」保健指導部会 ④「助産師現

認教育の現状と課題」 勤務部会 と３つの

部会と１つの委員会の運営で、活発なワーク

ショップが行われました。 

◆講演会                      

市民公開講座にもなった川島隆太教授の

「脳科学からみた優しい子育てとスマートエイ

ジング」の講演会は、軽快な語り口で話され

る科学的で楽しく笑いの中に知識が満載の

講義でした。同時上映された映画「僕がジョ

ンと呼ばれるまで」も感動的で、人の無限な

可能性について考えさせられました。 

◆午後からは「より健康になる食生活」 と 

題して、玄米カフェポノポノ オーナー、助

産師の尾井せつ子さんのお話を聞きまし

た。 

昼食は、ポノポノ特製マクロビオティック弁

当でした。香ばしい玄米、大豆ミートの唐揚

げ、他、県内産の新鮮な野菜を使ったここ

ろも身体も喜ぶメニューでした。      

講話では、現代の食生活と病気との関係、

玄米のすすめ、よい水の大切さなど話され

自分の生活を見直すいい機会となりまし

た。参加者からは、玄米を美味しく炊くコツ

や、子どもも抵抗なく玄米を食べられる工

夫などの質疑応答があり、早速試してみた

くなる内容でした。 

テーマ 

●平成２８年度（一社）石川

県助産師会通常総会・交流

会の報告 

●平成２８年度（公社）日本

助産師会通常総会・第 72

回日本助産師学会の報告 

●今年度研修計画 

●今年もMid Wife Café

石川 オープン！ 

●理事会より 

 

 

 

 

【平成 29年度(公社)日本助産

師会 90周年記念式典  通常

総会・第 73回日本助産師学会

in東京】 

テーマ：「われら助産師。90年、

100年、そして未来へ」 

会場：品川区立総合区民会館 

きゅりあん 

日程               

6/1（木） 専門部会集会     

6/2（金） 記念式典・総会・  

懇親会（東京湾ディナ

ークルーズ企画中）            

6/3（土） 日本助産師学会  

講演 明和政子氏

（京都大学大学院

教授）        

他企画中 
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今年度の研修計画 
   

今年もＭｉｄ Ｗｉｆｅ Ｃａｆｅ オープン！ 
   

石川県助産師会理事会より 
   

 

◆昨年に引き続き、今年も、

ミッドワイフカフェ石川を  

オープンします。「テーマが

あった方が話しやすいわ。」

という声があり、今回はテー

マを決めてみました。同じ助

産師を生きる者同志、わい

わいがやがや女子会のノリ

で話しましょう。新人さんも

ベテランさんも赤ちゃん連れ

も大歓迎です！   

◆平成 30年度（公社）日

本助産師会通常総会・第

74回日本助産師学会の

準備委員会を立ち上げま

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。           

◆事務所移転のお知らせ 

石川県助産師会の事務

所を左記住所に移転いた

しました。                

 

 

 

 

【編集後記 】         

総会で訪れた仙台は、欅の

新緑が美しい街でした。  

仙台はなぜ牛タンが有名な

のか？ずんだ餅の起源は

何？など色々な謎が解けた

３日間でした。生まれて初め

て“ほや”を食べました。多分

二度と食べないと思います。

良い経験になりました。  

（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。 

詳細が未定の研修は、後

日はがきでお知らせいたし

ます。 

内容と講師 場所 日時 人 

「ガスケアプローチ勉強会」               

村上睦子氏 

金沢医科大

看護学部  

第１講義室 

6/25   

13：30   

～16：30 

申込

終了 

「薬剤に関する研修会」           

石橋 隆治氏」 

教育プラザ 

富樫２１２  

講義室 

7/9    

13：30   

～16：30 

40人 

「CTGモニタリングに関する

研修」     講師未定 

未定 未定 未定 

「冷えについての勉強会」       

講師未定 

未定  未定 未定 

「ガスケアプローチ勉強会」

再    村上睦子氏 

金沢医科大

看護学部  

第１講義室 

10/29（土） 

13：30   

～16：30   

30人 

 

 

   【研修会の申込】 

研修会への参加申込は、

メールまたはお電話にて

お願いいたします。 

 

メールの場合は、お名前

所属、会員番号、研修名を

必ずお知らせください。 

 

＊最近返信ができないメ

ールでのお申込みがあり、

困っております。お心当た

りの方は、返信受信が可

能な様に変更をお願いい

たします。 

 

研修のお申込先は 

アドレス：ｙｏｓｉｄａ．ｍｉｔｉｙｏ

＠ｐｕｒｐｌｅ．ｐｌａｌａ．ｏｒ．ｊｐ 

☎080-3034-0034 

吉田みち代まで 

一般社団法人 

石川県助産師会 

 
〒920-2155 

白山市知気寺町り２９－１ 
 

電話番号 

080-3740-4512 

（子育て・女性健康支援 

センター相談電話） 

 

E-mail （事務局） 

info@ishikawa-midiwife.com 

 

【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：１３時~１６時 左記時間中は出入り自由です。 

       テーマの話は１４時頃から３０分程度 

お茶代 ：500円 

＊助産師であればどなたでも参加できます。 

     周囲の方もぜひお誘いください！ 

日時とテーマ 

7/14（木）「おっぱいケア」  担当 塚脇・浜辺 

9/15（木）「お産の DVD鑑賞会」 担当 吉田・瀬川 

10/13（木）「訪問でのケア」  担当  由田・彦野 

11/10（木）「不妊の知識」  担当 石田・塚脇 

12/8（木）「双子の育児」  担当 山岸・由田 

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 


