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一般社団法人 福岡県助産師会 会長  佐藤 香代 

 

梅雨時のはっきりしない天候が続いていますが、会員の皆さまいかがお

過ごしでしょうか。 

2022年 5月 21日（土）、福岡県助産師会通常総会を無事終えることができ

ました。今年も COVID-19の感染は続いていますが、助産師会館において対面

で総会を行うことができました。久しぶりに会員の皆さまとお会いすることが

でき、懐かしさと嬉しさがこみ上げてきました。 

さて、総会では、2021年度決算報告および会館整備案（会館建替え）が承

認されました。20年以上続いている会館の議論にやっと決着がつき、方針が決定したことは大きな

進歩であり、いよいよ新たなフェーズに入ることになります。 

役員改選で、私は 2期目の会長として推薦され、今後 2年間の助産師会の方向性を決める任を担

うことになりました。身の引き締まる思いです。 

思えば 1期目の 2年間は怒涛の日々でした。COVID-19の流行は治まらず、理事会はじめほとんど

の会議は WEBで行われました。また事業もオンライン実施あるいは中止せざるを得ず、活動が著し

く制限された状況が続きました。しかし、このような困難な状況であるからこそ、私たちは時代の

要請に応じた活動を模索していく必要があります。コロナ渦で不安を抱えている母子に寄り添うた

め、地域での切れ目のない妊産婦支援を目標に、市町村との契約事業を積極的に推進する活動を行

いました。そのための資金対策として、委託事業に関する分担金を創設し専用事務を雇用しまし

た。また、活動に伴う相談役として弁護士との顧問契約を結びました。妊娠・出産包括支援委員会

にはより積極的で広範な活動を期待し、今年から常任委員会としました。現在、市町村との産後ケ

ア事業契約は 2から 11市町村に増加し、受託をする助産所も増えています。今後は、さまざまな

工夫を重ねた子育て・女性健康支援センターの事業や、厚労省補助金事業「不妊症・不育症におけ

るピアサポーター等の養成」が始まり、さらに、それぞれの地区から発信する新たな活動が期待さ

れます。 

助産の道を究める研修として始めた「助産道研修」は、コロナ渦にあっても参加人数が大幅に増

加しました。福岡県助産師会が担当した九州・沖縄地区研修会は 262名とかつてないほどの参加者

を迎え、大成功に終わりました。これらで培ったノウハウは、ホームページの刷新や SNSを活用し

た情報発信に大いに役立っています。皆さま、助産師会のホームページやフェイスブック、インス

タグラムはご覧になりましたか？ぜひお目通しいただき、ご意見をお寄せください。 

会館整備に関しては、宅地建物全般の調査や分析等、会館に関するコンサルティングをお願いす

る 2社とアドバイザー契約を結び、整備に関する方針は、全てアドバイザーと顧問弁護士に相談し

ながら策定してきました。総会で承認された会館建替えの今後の行方は、モデルハウスの存在にか

かっています。まずはその解決に向けて動くとともに、新しい会館での事業の策定や、公益化に向

けての準備、定款改正等、福岡県や福岡市、他の外部団体との連携を深め着実に進めていく必要が

あります。 

以上のように 2020～21年の 2年間は、さまざまな改革を行うことで一定の成果を上げることがで

きました。今後の 2 年間は、新しい陣容での理事会で、福岡県助産師会の組織をこれまで以上に盤
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石なものにするため力を尽くします。今回、新たに研究倫理委員会を設置しました。会員の助産の技

を研究ベースに持っていき、学会や社会に発信していくためです。with コロナの時代を迎え、引き

続き組織改革を行い、助産師としての能力強化を図り、専門性に裏付けられた活動を推進してまい

ります。 

 

Now is the best time for you to be spontaneous. Serendipity!  

 

 

 

 

              副会長 吉田静 

福岡県助産師会会員の皆さま、こんにちは。 

一般社団法人福岡県助産師会副会長を務めさせていただきます吉田静です。どうぞよろしくお願

いいたします。会員皆さまのご協力をいただきながら精一杯務めさせていただきますのでどうぞよ

ろしくお願いいたします。初めての大役に緊張しておりますが、会館整備や産前産後ケア、思春期教

育等の課題に速やかに対応し、会員皆さまが助産師業務に専念できるよう努めて参ります。 

また、助産師の先輩方が築かれた助産師会をさらに活性化し、未来の助産師にバトンを渡せるよ

う尽力いたします。2年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

書記 阿部聖子 

皆さんはどうして助産師会に入っていますか？ 

助産師として女性とその家族に寄り添いたいという気持ちは、会員共通の想いだと思います。会

員同士が繋がって語り合いながら、楽しく、助産師として活動することが、個人としての人脈や活動

の広がり、また、助産師会としても事業の拡大に繋がっていきます。その土台を常任理事として、よ

り良い方向へ固めていきたいと思っています。皆様のご意見をどうぞお聞かせください。 

書記 2 期目となり、理事会には半数近くの新しいメンバーを迎えました。1 期目の最大の変化は、

委託事業分担金の開始と会館整備の方針決定でした。課題は山積みですが、気持ち新たに取り組ん

でいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会計 山口美津技 

2022年 6月から 2期目の会計担当理事を務めることとなりました。 

先の総会でも、ご報告をした通り 2021年度は会費・九州沖縄地区研修会・委託事業の収入により、

会の収益は増えました。しかしながら、会長はじめ、部会・理事会・委員会で活動されておられる皆

様の活動費には未だ反映されていないのが実情であります。 

福岡県助産師会は、支えて下さる皆様方のボランティア精神の上に成り立っています。ボランテ

ィアではなく、活動に見合った報酬を支払えるような会の仕組みが大事。その仕組みを皆さんと一

緒に考えていきたい。2期目を迎え 1期目では見えなかった問題点を明らかにし、増収をどのように

有効活用するのかが今後の課題です。今期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

常任理事挨拶 
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勤務助産師部会長 安河内静子 

この度、勤務助産師部会長を仰せつかりました安河内と申します。現在は教育機関で勤務してお

ります。先日の総会、理事会では身の引き締まる思いでしたが、その一方で古くからの仲間の皆様と

またご一緒にお仕事ができること、さらには新しい仲間の皆様との出会いに胸が躍る思いでした。

「井の中の蛙大海を知らず」状態で恐縮しておりますが、2年間の任期は、助産師として初心に戻り、

自身の成長の場となる機会を頂いたと思います。  

まずは、勤務助産師の皆様との出会いの場が 1 つでも 2 つでも増える機会として、交流会の開催

を目指しております。皆さまには多くのご協力をお願いすることになると思いますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

                                    助産所部会長 田嶋昌枝 

この度、助産師会部会長をさせて頂きます田嶋昌枝です。 

北九州地区で一般社団法人 お産の家 よつ葉を開設して今年で 10年になります。 

現在、福岡県の助産所部会は有床・無床助産所併せて 11か所です。各助産所共通の課題として母

子の安全ためガイドラインを遵守した安全管理、終わりの見えない with コロナ等の感染予防対策、

開業助産師が永遠に抱えるであろう嘱託医問題等々があります。 

今年度の福岡県助産師会のスローガン「つながるいのち、ひと、組織」のもと、不安定な社会で孤

立化しやすい母子への支援として、地域に根ざした保健活動を助産師が連携して推進し、助産師自

身も専門性が向上することを目標に部会員と共に発展していきたいと考えております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

保健指導部会長 松山まどか 

前・部会長の福田千鶴様 お疲れ様でした。今年度は遠賀地区の私が引き継ぐことになりました。

福田姉のように細やかな対応が、私は不得意で、ご迷惑をおかけするかもしれません。          

今年度は、ホームページを活用しながら、伝達の簡素化を目指していこうと考えております。皆様

のご協力が必要です。いろいろとご迷惑をおかけするかと思いますが、どうぞよろしくお願いいた

します。  

 

 

 

 

書記 阿部聖子 

今年度から都道府県助産師会との協働ではなく、東京での開催となりました。当初は原則対面開

催予定でしたが、COVID-19 の影響で、代議員の出席は対面もしくはオンライン、会員へは Web 配信

となり、私は会場に足を運んで出席しました。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 2021 年度決算報告及び監査報告、第 3 号議案の 2023 年度役員改選数（理事

18名）についても承認されました。また、2021年度事業、2022年度事業計画・収支予算の報告があ

りました。 

式典では配信トラブルがあり、一時中断しましたが、総会はスムーズに進行し、予定時刻より早く

三部会長挨拶 

2022年度 公益社団法人日本助産師会 通常総会報告 
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閉会となりました。代議員の会場出席は 16名と思いのほか少ない印象で、投票は会場にいてもオン

ライン形式でした。全国総会として新しい形になり得ると思いましたが、やはり、対面開催で三部会

での会員同士の交流等ができるように、1日も早い COVID-19の収束を願うばかりです。 

 

                 

 

 

 

 

    前・遠賀地区理事 松山まどか 

会員数 287 出席者 50名 委任状 142 

5 月 21 日（土）13 時 30 分から通常総会が開催されました。少しコロナの影響が穏やかになった

ため、久しぶりの対面での総会となりました。暑い中ご出席いただきまして有難うございました。 

2021年度事業報告・収支決算報告、2022年度スローガンおよび目標・事業計画・収支予算は滞り

なく報告が終了しました。会館建て替え問題については議論が交わされ、理事会提案が承認されま

した。様々なご意見があると思いますが、皆様一丸となって取組んでまいりましょう。 

また今年は役員改選の年でした。任期満了の理事の皆様、委員の皆様 大変お疲れ様でございま

した。新しい理事、委員会の皆様 どうぞよろしくお願いいたします。 

       

       

 

 

 

 

教育委員長 松藤美由紀 

この度、2022 年度福岡県助産師会教育委員長に任命されました松藤美由紀と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

2022年度 一般社団法人福岡県助産師会 通常総会報告 
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今年度も引き続き対面での研修会は行わず、全ての研修会をオンライン配信といたします。前年

度と異なるのは、日本助産師会のシステムを利用し動画配信をすることです。自宅でも学べる環境

を作ることで、より一層知識の向上ができるような研修会にしたいと思っています。一日でも早く

新型コロナが終息し、また皆様の前で研修会ができる日を心待ちにしています。研修会の内容や申

し込みに関しましては、リニューアルいたしましたホームページに随時掲載予定ですので各自ご確

認ください。また研修会に関してご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

 

 

             妊娠・出産包括支援委員長 豊田晴子 

前任の妊娠・出産包括支援特別委員会の明星委員長より引き継ぎ、今年度より豊田が担当をさせ

ていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

早速、7月 1日より、福岡市産後ケア事業の中でアウトリーチのみ福岡県助産師会との契約となり

ました。また、同じく 7 月 1 日より、みやま市産後ケア事業も開始となります。他の市町村もお問

い合わせが殺到しています。 

母子保健法が改正され産後ケア事業が各市町村の努力義務とはなっても人材確保の問題でお困り

の市町村もあります。県境の市町村は、特にご苦労をされているようです。 

福岡県助産師会は、市町村と一体となり、誰ひとり取り残さないように妊娠・出産子育ての不安解

消に努めたいと思います。20 年後の未来を見据えた母子の関わりこそが現代の社会問題の解決や予

防に繋がると信じて業務のスキルアップを進めています。産後ケア事業に関するお問い合わせをお

まちしています。 

 

 

 
 

 

 

 

福岡県内における産後ケア事業について 

一般社団法人福岡県助産師会 組織図 
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2022年度 常任理事・理事・監事 常任委員会 その他 
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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 QRコードより福岡県助産師会ホームページにアクセスし、助産師

の方へ⇒入会案内のページにお入りください。または、下記担当者への連絡をお願いいたします。 

 

 

                    【福岡県助産師会 会計 山口美津枝】 

                     住所：〒807-1134 

                        北九州市八幡西区茶屋の原 4丁目 1-12 

                     電話：090-9607-3331 

                     メールアドレス：3enyanko@gmail.com 

 

                     

 

 

お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】 

 新体制となって初めてのニュースレターです。これまで通り年間 3 回の発行を予定しています。

リニューアルしたホームページからの情報発信も充実させていきたいと思います。 

               広報・渉外委員 後藤・村尾・安河内・原武・阿部 

  

 

一般社団法人 福岡県助産師会 ニュースレター 第 79 号 2022 年 7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 

 

 

会員募集 

福岡県助産師会 HP 

mailto:3enyanko@gmail.com
http://www.fukuokajyosanshi.com/



