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「My 助産師」を目指して 

一般社団法人 福岡県助産師会  会長 佐藤 香代 

雨に濡れたあじさいが、ことのほか美しく感じられる季節となり

ました。会員の皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 

2021年 5月 29日（土）、福岡県助産師会通常総会を終えることができ

ました。今年も COVID-19感染の収束が見えず、残念ながら、昨年同様書

面総会となりました。非常事態制限宣言下のため、理事の出席も制限せ

ざるを得ない状況でしたが、久しぶりに理事会の皆さまとお会いでき

て、懐かしさと同時に会えた嬉しさがこみ上げてきました。Zoom会議では得られない温か

さを感じ、ともに笑顔がこぼれ、顔を合わせて話すことの大切さを実感した一日でした。

一刻も早く COVID-19感染が収まり、Face to Faceで語り合える日が来ることを心待ちに

しています。 

さて 2年目を迎え、心を新たにして活動に励みたいと思っていますので、ご協力をお願

いいたします。 

総会でもお話ししましたが、今年は、福岡県助産師会の将来展望を明確にし、助産師会

館整備の方針を決定したいと考えます。会館の老朽化も進んでいるため、20 年以上続いて

いる議論に一刻も早く結論を出すべきだと思っています。総会では、会員の皆さまへのア

ンケート結果も報告しています。 

また、地域に根ざした母子保健活動として、妊娠・出産包括支援事業の拡大・推進を図

っていきます。産後ケアは、母子にとってはなくてはならない事業だと確信しています。

今後も積極的に市町村にその必要性を説明し、助産師会と契約していただけるよう尽力し

たいと考えます。福岡県助産師会が委託契約を結んだ事業については、会員の皆さまに委

託を公募します。これは、母親はどこで出産しても、どこに居住しようとも、福岡県であ

ればどこでもいつでも助産師のケアを受けられることを目指しています。自分の地区だけ

でなく、他の地区の産後ケア事業にも、ぜひ積極的に応募していただきますようお願いし

ます。 

さらに、COVID-19感染拡大により、不安を抱え悩んでいる母親に助産師が添うことがで

きるよう、相談・教室等、女性の健康推進のための事業の活発化を図ります。『ひとりの母
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親、女性も孤独にさせない！傍にはいつもあなたの助産師がいます！』をスローガンに積

極的に活動していく所存です。これらの事業の推進には、社会の変化に対応できる助産師

の質の担保が必要です。よって、継続的な専門的研修（助産道研修）の充実を図ります。 

上記事業の活性化・円滑化には、財政や組織体制の抜本的な見直しが必要です。今年か

ら会費が値上げされました。皆さまから頂いた大切な会費を無駄にしないよう、会員全体

に還元できる使途を考えています。また 5月からは、契約事業には分担金をいただくよう

にし、その資金で委託事業専門の事務を雇用しました。さらに事業推進のため、周辺機器

の整備や HPの刷新、SNSの積極的な発信、PCの新規購入に、また相談事業として、弁護士

や会計士、行政書士等の専門職にコンスタントに相談できる環境を整えたいと考えていま

す。 

福岡県助産師会が目指すものは、切れ目のない妊娠・出産・育児支援を助産師の手で展

開することです。女性の妊娠・出産・産後を通して関わることで、その人の一生に添う

「My 助産師」を目指しましょう。 

 

 

                                                副会長 豊田 晴子 

 パンデミックの中での一年が過ぎようとしています。 

 通常の生活がまだまだ出来ない今、福岡県助産師会が担っている無料電話相談内容も多種

多様。学校が休校となり、思春期相談も増え、病院や市町村でのパパママ学級が中止となっ

たこともあり、不安をかかえる産後のママが退院直後、「授乳が上手くいかない。」「赤ちゃ

んが一日中泣く」、「更年期の母があばれるどうしよう。」「娘が産後うつの様です、どうしよ

う」との実母からの相談だったり、妻が、夫が…の悩みが急増しています。ホームページに

しか記載されていないこの電話番号をよくぞみつけてくださいました。と思う程、相談内容

も重く、業務の片手間での対応ではなく、専任の助産師が対応する必要性を強く感じました。 

 これからの一年は、助産師会の業務を遂行だけではなく、内容の充実と発展させる為に、

理事会に提案しながら進めていきたいと思います。 

 

書記 阿部 聖子 

「やっぱり対面がいいね。」 5月 29日の総会後に理事会を開催した時の理事数人の感想

です。昨年は、対面での理事会は 6・7月の 2回のみで、他はすべて Zoom開催でした。総会

時は非常事態宣言中であったため、会館での出席は理事・監事も必要最少人数の 11 人でし

たが、久しぶりの対面は話も弾み、華やいだ雰囲気でした。Web開催は、会場に足を運ぶ時

間と手間とコストが省けとても便利です。全国の研修会にも気軽に参加できるようになり、

遠方の人と繋がる機会も増え、楽しく有意義な交流ができます。一方で、通信環境によって

は意思疎通がスムーズにできない場合や、画面越しではお互いの表情や雰囲気がつかみにく
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いこともあります。理事会だけでなく、母子やその家族を対象としたオンライン相談や交流

会でも同様かと思います。 

コロナ禍で、人と繋がることの大切さを再認識しました。対面でもオンラインでもそれぞ

れに、助産師会と女性の傍らに寄り添っていきたいと、書記就任からちょうど 1年経って思

い及んだ次第です。 

会計 山口美津枝 

2020 年度決算は、バランス的には収入が支出をわずかに上回って黒字で終了しました。

これもひとえに、委員会活動などに携わっておられる会員様のご尽力の賜物と感謝いたしま

す。 

 会費は今年度から 5000円増額となっていますが、支出を見直し節約できる部分は節約し、

必要な部分にはお金を投じていけたらと思います。まずは今まで、見送られていたホームペ

ージのリニューアル（広報）や研修会や会議が円滑に行えるようにインターネット環境の充

実（会館整備）を考えております。更に会館の老朽化に伴い、白蟻による浸食など想定外の

修繕費用も予測されることから会館整備については特に予算を大幅に増額しております。修

繕費用が発生しないことを願うばかりです。 

 今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【会計よりお知らせ】 

 

現金振り込み会員様へ 

今年度会費より、日本助産師会への振り込み手数料として 100 円を上乗せして振り込ん

でいただくことになっています。現金振り込みの会員様はまだ、数名しか、お振込みいただ

いておりません。今一度、ご自分の会費支払い方法をご確認の上、早急に会費＋100円をお

振込みいただくようにお願い申し上げます。また、お振込みの際、会員名が分かるように、

氏名でお振込みください。「～ジョサンイン～」など長くなると途中で切れていて個人を特

定することができません。できれば口座振替へ変更手続きをお願いいたします。（日本助産

師会ホームページから口座振替依頼書を申請してください。） 

また口座振替の会員様でも住所変更や残高不足、契約預金通帳の勘違いなどで、会費の引

き落としができてない会員様もおられますのでご注意ください。 

領収書については 7 月より日本助産師会 HP がリニューアルされダウンロードできるよう

になっています。会員専用ページからダウンロードをお願いします。 

個人情報変更について 

日本助産師会の HPから会員専用ページへ入り変更をしてください。 

特に住所変更される会員様で地区変更も希望される場合はメッセージを 

お願いいたします。 
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勤務助産師部会長 中村 佳代 

勤務助産師部会長 2年目となりました。昨年度の部会の開催は 1回のみでしたが、メール

による意見集約と合わせて一部の会員様より部会活動についてのご意見を伺うことができ

ました。今年度もオンラインを活用し、より多くの部会員の皆様とお会いしたいと思います。

産後ケア事業が拡大する中で勤務助産師として、地域連携を見据えたより良いケアの提供に

つながる視点や切れ目ない支援を担う力についてなどを考えていきたいと思います。部会の

お知らせはメールにて行いますので再度ご登録のメールアドレスの確認、変更等もよろしく

お願いいたします。 

 

助産所部会長 髙﨑 望 

昨年度は右も左もわからない状態からの始まりでしたが、部会の皆様や理事の皆様のお力

添えにて何とか 1年間経過することができました。部会長になる前までは助産師個人のスキ

ルアップを重きにおいていましたが、この助産師会の理事の一員として過ごすことで、横の

繋がり（勤務部会・保健指導部会・地区）を充実させていくことが自分のスキルアップだけ

でなく、ママや赤ちゃん達のケアに繋がることを感じました。ありがとうございます。これ

からはもっと、ママや赤ちゃんのために何ができるのか、話し合いができ、福岡県内ならど

こに行っても紹介しあえるような助産師間の連携が図れればと思います。 

皆様、ご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

保健指導部会長 福田千鶴 

前年度ではコロナ禍での情報共有を、IT 機器の活用に力を入れ、ほとんどの会員様と繋

がるようにできました。また最近では委託事業の産後ケア等、活発な意見交換が必要な案件

も増えてきています。メールだけでなく顔が見え、より率直に意見交換ができる場を用意し、

会員様同志が繋がるよう努めて参ります。 今年度も引き続き宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

３部会会長挨拶 
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   副会長 豊田 晴子 

 

受賞された皆様おめでとうございます♪ 

 

福岡県家族計画協会長表彰   本会より推薦（６名） 

 高井佳代子氏（北九州地区）、田嶋昌枝氏（北九州地区）、井手教子氏（筑紫地区）、 

木附和歌子氏（久留米地区）、河村奈央子氏（久留米地区）、瀬口絵美氏（筑後地区） 

 

福岡県母子保健家族計画事業功労者知事表彰 

 本会推薦 里山清子氏（福岡地区） 

 市町村推薦 井手輝実氏（久留米地区） 

 

福岡県公衆衛生協会理事長表彰 

 本会推薦 川野敦子氏（北九州地区） 

 

福岡県公衆衛生事業功労者知事表彰 

 本会推薦 石田麗子氏（北九州地区） 

  

 

佐藤会長と石田麗子氏 

日本助産師会会長表彰                         

 本会推薦 横山和子氏（筑後地区）、才田衣恵氏（筑豊地区） 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、いずれの大会も開催されず、大会での表彰式はあり

ませんでした。 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

表彰 
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                              福岡県助産師会会長 佐藤 香代 

今年の通常総会は沖縄県で開催予定でしたが、COVID-19 感染がいまだ収まらず、昨年同

様 Web配信での開催となりました。今年は、各都道府県助産師会と協働し、総会・学会を催

行する最後の年であったことから残念な結果となりましたが、会員の感染拡大を防ぐために

はやむを得ない決断であったと思います。 

総会には、福岡県の代議員として出席しました。第 1 号議案は名誉会員の推薦があり、2

名が承認されました。第 2 号議案の 2020年度決算報告及び監査報告、第 3 号議案 2020年

度総会審議事項の追認、第 4 号議案役員選任については承認されました。また、2020 年度

事業、2021年度事業計画・収支予算の報告がありました。 

第 5 号議案の定款変更（案）では、島田会長から訪問看護ステーション事業を行うため、

定款 4 条（事業）に（8）介護保険法に基づく居宅サービス事業、（9）介護保険法に基づく

介護予防サービス事業を追加したい旨の提案がなされました。代議員からは多くの質問や意

見が出され、活発な意見交換が行われました。結果、2/3 以上の賛成が得られず、5 号議案

は否決されました。 

最後に今期で退任される役員挨拶と新規役員の抱負が述べられました。役員の皆様への感

謝と、今後のますますのご活躍を期待しています。 

第 77 回 日本助産師学会は、5 月 24 日～6 月 21 日、オンデマンド配信で開催されます。 

                            

  

書記 阿部 聖子 

2021 年 5 月 29 日、会員の皆様のご協力のもと 2021 年度通常総会(書面総会)を開催いた

しました。会員数 283 名のうち、出席者数 127名（書面表決者 72名、委任状 55名）で、総

会成立の要件を満たしていました。 

 提出議案である 2020 年度決算書に関しては、賛成 126 票、反対 0 票、無効 1 票であり賛

成多数で承認されました。また、例年、事業計画・収支予算書も議案として総会承認を得て

きましたが、今年度は定款第 44条・45条に則り、理事会承認を経て総会では報告とさせて

いただきました。事業計画・予算の変更も同様に理事会決議となります。現在、委託事業分

担金に関して理事会で検討を重ねていることも併せて報告させていただきます。 

 総会に関して、一般会員の方からのご質問・ご意見はありませんでした。 

 COVID-19の影響で、昨年に引き続き書面による総会となりましたが、今年度は Zoomによ

るライブ配信を行い、30名ほどの方が視聴されました。 

 来年度は、ぜひ対面による通常の総会で会員の皆様にお会いできるよう、COVID-19の 1日

も早い収束を願うばかりです。 

2021年度 公益社団法人日本助産師会第 94回通常総会報告 

  令和 3年度 福岡県助産師会 通常総会報告 
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今 伝えよう「ばり楽しかよ！お産と子育て」2021 

実行委員長 椎葉 美千代 

 

2021 年 10 月 2 日（土）、10 月 3 日（日）の Web 開催に向け、委員メンバーで準備を進め

ています。 

１．研修会ホームページを作成しています。ホームページの広告募集中！※1 

２．福岡県助産師会ホームページにバナーを掲載します。ここから研修会情報にアクセス

♪ 

３．CLoCMiP®研修、産後ケア実務助産師研修の申請手続きをしています。申請に役立つ♪ 

４．ライブ配信終了後 14 日間、オンデマンドで視聴できます。当日のライブ配信に参加

できなくても視聴可能！ 

8月から事前参加登録を開始します。研修会ホームページまたは福岡県助産師会ホームペ

ージのバナーからアクセスし、受付をお願いします。広告にご協力いただきました皆さま、

お礼申し上げます。 

 

※1 研修会ホームページのバナー広告または研修会開催中のスライドショー・動画広告は

メールでお申込みください。 

      

 

2021年九州・沖縄ブロック研修会のお知らせ 

madoka-sanba@hyu.bbiq.jp 
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教育委員長 篠崎 克子 

今年度の福岡県助産師会助産道研修会のご案内をいたします。 

既に、今年度の研修会は、昨年に引き続き COVID-19の感染防止のため、全てリモート研修

としました。既に 2回の研修会を終えておりますが、全国から多くの参加者で好評を得て

おります。 

今年度の内容は、産後ケアに力を入れた内容となっており、全て「産後ケア実務助産

師」及び CLoCMiP® レベルⅢの対象研修となっております。助産師の技と智慧を伝承し、

助産師の質向上を意識した内容です。是非、ご参加ください。 

福岡県助産師会の会費が今年度から値上がりしましたが、会員の皆様には研修会費用が

年 1回無料となる特典があります。混乱を避けるため、最初に参加する研修会を無料とさ

せていただきますことをご了承ください。この機会を活用し、自己研鑽にお役立ていただ

くことを期待いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

2021年度 福岡県助産師会助産師道研修会 

 

☆：ウィメンズヘルスケア能力  ★：マタニティケア能力    ●：産後ケア実務助産師研修 

  〇：必修研修 

 開催日 研修会テーマ 講師 定員 

３ 
7月 24日（土）                  

13時～16時 

(テーマ) 〇●  録画配信 

妊婦期のフィジカルアセスメント 

福岡母性衛生学会 会長 
久留米大学医学部産科婦人科
学 教授 吉里俊幸 

100

名 

４ 
8月 28日（土）                      

13時～16時 

(テーマ)  ★● 

分娩期のアセスメントとケア 

～快適な産後を過ごすための助産ケア～ 

福岡県助産師会助産所部会長
助産院笑望院長 髙﨑 望 

100

名 

５ 
9月 26日（日） 

13時～16時 

(テーマ)  ★● 

産後 1 年までの母子とその家族を対象とした産

後ケアの実際 

福岡県助産師会 副会長 

産前産後サポートセンター 

心ゆるり院長 豊田晴子 

100

名 

６ 
10月 16日（土） 

13時～16時 

(テーマ)  ☆● 

子育てに関する支援～父親の理解と支援～ 

東野産婦人科 院長 

東野純彦 

100

名 

７ 
11月 20日（土）                     

13時～16時 

(テーマ) ★● 

母子の身体アライメントから授乳指導を考える 

母と子のサロン ラクテア 

院長 古賀ひとみ 

100

名 

８ 
12月 18日（土） 

13時～16時 

(テーマ)  ★● 

乳児の発育・発達のために助産師に求められる 

こと 

女性と赤ちゃん・こどものた

めのサロン Ohana 院長 

平山小百合 

100

名 

研修会案内 



 

9 

《対象者》 助産師(福岡県内外 会員・非会員)、看護職、学生 

《会 場》 ZOOM発信  ＊2021年度の研修会は、全てリモート研修会となります。 

《参加費》 助産師会会員 2,000円 非会員 3,000円 学生 1,000円（助産師免許保持者は

除く） 

 

＊福岡県助産師会員は年 1 回の研修会費（2,000 円）が無料になります。 

今年度初めて参加する研修会でお申込みください。無料申込み後のキャンセルは受け付け

ません。 

       

福岡県助産師会ホームページ：研修イベント情報→研修イベント申込みフォームより 

お手続きください。 

 

《申込方法》   

① 福岡県助産師会ホームページ「研修イベント」内、『研修イベント申込みフォーム』 

からお申込みください。（http://www.jyosanshi.net/fukuoka/index.html） 

＊お申込期限：研修会開催の 1週間前までにお願いいたします。 

②各研修会開催 1週間前までに以下の口座へご入金をお願いします。 

・ゆうちょ銀行から振込の場合 

ゆうちょ銀行 記号 17450  

普通預金 口座番号 89752021  

名前 福岡県助産師会教育委員会 

・他の金融機関から振込の場合 

ゆうちょ銀行 店番：七四八（748） 

 普通預金 口座番号 8975202  

名前 福岡県助産師会教育委員会 

＊恐れ入りますが、振込手数料は参加者さまのご負担でお願いいたします。 

  ③資料は、研修会入金していただいた方のメールアドレスにお送りいたします。 

各自でプリントアウトをお願いいたします。 

④ZOOMの入室についてのお願い 

・ZOOM入室に 6回以上失敗しますとブロックがかかり、ZOOMの参加ができなくなります。 

・入室は時間厳守でお願いします。時間を過ぎた場合の入室はできません。 

・講義中、連絡なしに 30 分以上お顔が拝見出来ない場合は、修了証の発行はできません。 

 以上の注意事項を守れていない場合、返金はできません。予めご了承願います。 

 ⑤研修会のアンケートのご協力をお願いいたします。URL・QRコードをお送りいたします。 

研修会終了後 3日以内にアンケート（google form）の送付をお願いいたします。 

http://www.jyosanshi.net/fukuoka/index.html
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⑥修了証、領収証は、研修会終了後、メール送信いたします。 
 

《問い合わせ先》 電話 090-5922-6310 メール katsuko-shinozaki@iuhw.ac.jp 

                 ＊なるべくメールでお問い合わせお願いいたします。 

●お申し込み後の「キャンセル」「受講者変更・欠席」は、必ず研修会開催前に「問い合わ 

せ先」へご連絡ください。 

●受講料の払い込み後にキャンセルをする場合は、ご返金いたしかねますのでご了承くださ 

い。 

 

                                                                         

 

  副会長 豊田 晴子 

 福岡県助産師会では、県内どこででも産後のママが産後ケアを利用できる様にと 60 市町

村を目標として妊娠・出産包括支援特別委員の明星委員長を中心に、会長自ら各地区の会員

と共に行政訪問を重ねてきました。年々、委託契約は増えています。 

 ここで問題なのが、産後ケアの内容・料金が市町村によって違う事です。5月より事務局

も整いました。産後ケアの窓口も会長と一本化しました。 

 産後ケアを担う助産師の質の担保として、産後ケア実務助産師研修修了者，又はアドバン

ス助産師である事、産後ケアができる保険に加入している事としています。 

 福岡県助産師会が各市町村と産後ケア委託契約をすすめていく意味は、福岡県助産師会を

介して市町村が繋がり県内どこででもサービスが受けられる環境を整えたい。不安のない産

後をおくって頂きたいという想いからです。地域の助産師と繋がり、安心して子育てをして

いただきたいと思います。産後ケアに関する各地区の情報をお待ちしています。 

産後ケア事業 

西
鉄
薬
院
駅 

こちらの QR コードからも簡単に♪ 

お申込みいただけます！ 

 

mailto:katsuko-shinozaki@iuhw.ac.jp
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1.常任理事・監事 

 

 

 

 

2．地区理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 氏 名(地区） 

会 長 佐藤 香代  （福岡） 

副会長 豊田 晴子  （筑紫） 

会 計 山口 美津枝 (北九州） 

書 記 阿部 聖子   (宗像） 

監 事 
濵﨑 ヨシ子 (久留米) 

服部 紀子  (福岡） 

福岡県助産師会組織図 

2021年度 常任理事・監事一覧 
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3．専門三部会理事 

 

部 会 氏 名（地区） 

助産所部会 髙﨑 望  （筑豊） 

保健指導部会 福田 千鶴 （筑紫） 

勤務助産師部会 中村 佳代 （福岡） 

 

4．常任委員会 委員 

 

委員会 氏 名 地 区 

教育委員会 

 

篠﨑 克子＊ 福 岡 

加來 久美  筑 豊 

松藤 美由紀   筑 紫       

村田 修子 北九州 

松本 文美 遠 賀 

松浦 栄梨子 宗 像 

西田 量子 福 岡 

松本 直子 筑 紫 

加藤 陽子 久留米 

寺田 恵子 筑 後 

広報・渉外委員会 

 

松山 まどか   ＊ 遠 賀 

後藤 智子 宗 像 

髙橋 愛子 遠 賀 

髙橋 春香 宗 像 

益永 孝子 宗 像 

阪本 喜代子  福 岡 

災害対策委員会 

 

西岡 あゆみ   ＊ 福 岡 

木下 広江 北九州 

田中 綾子 筑 後 

組織強化委員会 

 

田中 輝美     ＊ 筑 後 

橋本 洋子 久留米 

山田 葉子 北九州 

林田 郁          福 岡 

松元 久美子   筑 紫 

安全対策委員会 

医療事故調査委員会 

髙﨑 望 ＊ 筑 豊 

福田 千鶴   筑 紫 

中村 佳代   福 岡 
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5．特別委員会               6．子育て女性・健康支援センター 

  

 

 

7.公益社団法人 日本助産師会 役員 

・九州沖縄地区 理事 森 伴子(宮崎県) 

・福岡県 代議員 佐藤香代、福田千鶴、中村佳代 
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一般社団法人 福岡県助産師会では、会員を募集しております！！ 

ご友人や職場の方をお誘いし、一緒に活動してみませんか？ 

入会をご希望される方は、下記のＱＲコードより日本助産師会 HP入会案内のページに 

お入りください。 

https://www.midwife.or.jp/midwife/nyukai.html 

 

 

 

 

ひとりでも多くの皆様の入会を心よりお待ちしております。 

 
 

【編集後記】 

 COVID-19のワクチン接種が急速に進められており、1日でも早く感染拡大が収束し、皆様

が今までよりも明るく生活できるよう願うばかりです。 

 

               広報委員 松山・後藤・髙橋愛・益永・阪本・髙橋春 

 

        

 

 

一般社団法人 福岡県助産師会ニュースレター 第 76号 2021年 6月 

発行人 一般社団法人 福岡県助産師会 会長 佐藤 香代 

〒810-0014   福岡県福岡市中央区平尾 1-3-41 

電話・ＦＡＸ 092-521-2025 http://www.fukuokajyosanshi.com 

  

編集後記 

入会QRコード 

http://www.fukuokajyosanshi.com/
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公益社団法人日本助産師会 九州・沖縄地区研修会 

In FUKUOKA 

※公開講座のみ受講の方には受講証明は出ません 

主催：一般社団法人 福岡県助産師会 
～つながる いのち ひと 組織～ 

写真提供：福岡市 

日程： 10月 2日（土） ・ 3日（日） 
オンデマンド配信期間（10月 13日～10月 26日） 

参加費 会員：8,000円  非会員：12,000円  学生：2,000円 

Web 

開催 

九州・沖縄地区研修会  
お申し込みはこちらから 

受付期間 8月 2日～9月 22日 

 

糖尿病を持つ女性の妊娠・ 

出産を支える助産 

 

久留米大学医学部看護学科 

教授 田中佳代 

 


