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会長 國廣 晴美 

 

秋が深まり木々が紅葉する時季を迎えました。皆さまには日頃より本会の活動にご理解とご協力を賜り、

感謝いたします。 

私は 2020（令和 2）年より会長に就任し現在 3年目となります。同時期からのコロナ感染拡大に伴い、兵

庫県助産師会の事業も大きな転換が必要となりました。これまで対面で行われていた事業が中止となり、オ

ンラインでの教育研修やオンラインベビーマッサージ、電話相談等の新たな事業が開始しました。神戸市か

らの新たな事業受託として、昨年度末より訪問型産後ケア事業、今年度はオンライン両親教室等が始まり、

また本会主催の対面でのマタニティ教室やベビーマッサージ等の事業もスタートしています。 

すべて短い準備期間にもかかわらず、それぞれの企画・運営を担当の委員の皆様、多くの会員の皆様のご

協力により事業を開催・運営できていますことを心より感謝いたします。 

さて、兵庫県助産師会は今年創立 90周年を迎えます。11月 3日には多くの会員の皆様に参加していただ

ける形での記念行事を計画しています。一般社団法人に移行し 10年を経て、私たち助産師の今を見つめ、

次の世代へと引き継ぎながら新たに取り組むべき課題を会員の皆さまと共に考える機会にしたいと思って

います。皆様のご参加をお待ちしています。 
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①毛利助産所所長（助） 

②自分の体の声を最優先にすること 

③亡き母が開設した助産所が 63年目を迎えます。 

私が所長になってからは 14年目です。 

YouTubeの情報を探すのが最近の趣味です。時代はどの方向に向かい

つつあるのか、何が本当の情報なのかを探っています。 

「助産所」「開業助産師」が年を重ねるごとにますます大切だと感じ

るこの頃です。 

地域の中で、妊娠から出産、卒乳までの母子をお世話することが喜

びとなるような「働き方改革」が兵庫県発信でできるとよいと考え

ています。 

①大手前大学（勤） 

②よく笑いよく寝る 

③理事 2期目となります。COVID-19によって孤立しが

ちな妊産婦や育児期の女性にとって地域の助産師

へのニーズが社会的にも高まっています。顔の見え

るケアの担い手として、また妊娠、出産、産後ケア

の専門家としてこのニーズに応えられる助産師職

能の組織として、行政とも連携しつつ会員を支援で

きるよう活動できればと思います。またここ数年の

会員数増加は、本会に対する期待や発展につながる

ものだと思っています。会員同士の連携や交流にも

さまざまアイデアをいただけるとありがたいです。 

どうぞよろしくお願いします。 

①出張開業（保） 

②寝ること 自分をいたわること 

③初めて理事に就任いたしました。 

私は、知的障害のある長男の子育てをきっかけに、障がい児関係のこと

に興味をもち、障がい児の子育て支援や障がい者の性教育の活動をして

います。まだまだ理事の仕事も不慣れで勉強しながらですが、本当に貴

重な経験をさせていただいています。会がより発展し、母子の健康のた

めに会員の皆さまのために、できることを精一杯実行いたします。 

写真は、発語もない長男がゲームの中で描いてくれた私の似顔絵です。 

①一般社団法人ママズケア（保） 

②気の合う仲間と楽しく仕事や生活をする 

やりたいことにはチャレンジする！ 

③法人として複数の助産院を運営しています。 

ママと赤ちゃんの笑顔のために！やさしい手技

の中医学推拿法を取り入れた乳房ケア技術を広

めたいと研修会を開催しており、仲間も全国に増

えてきました。広報委員会、災害対策委員会担当

理事なので、全国の助産師が 

つながる一助になれるように 

頑張っていきます。 

①産屋助産所（助） 

②常に笑顔でいられるよう、 

また、人も笑顔でいられるようにすること 

③皆様、日々お仕事、家事、育児等お忙しくされてお疲れ 

さまです。そして有り難うございます。もともと至らぬ

私ですが、國廣会長や他理事、皆様のお力を戴き頑張っています。 

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 

写真は助産師の神様、愛媛県高忍日賣姫神社の 4年前の桜です。 

すべての助産師と、ママ、babyの上に御加護がありますように。 

①大手前大学国際看護学部（勤） 

②化粧水は手作りのものを 20年ほど愛用中 

朝食も長年スペシャルメニューで、毎日同じもの

を食べます。今年からパーソナルトレーニング（筋

トレ）にはまっています 

③監事は直接口をださず、全理事と等間隔でコミュ

ニケーションをとり、 

「会員は何というだろうか？」 

の視点を持って理事会に臨むこと、 

を意識しています。 

①いろり助産院（保） 

②ぷぷっと笑える日々が送れるような生活 

③抱負：未熟ですが、監事として 

理事たちのサポートをし、安心して活動ができるように、 

そして会員との会話を大切にしたいです。 

自己紹介：2020 年にいろり助産院（神戸市北区）を有施設として新た

に開設しました。料理は管理栄養士の夫にお願いをし、「人生の楽園」

さながら日々一緒に仕事をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

藤尾 さおり（理事） 

新役員の紹介 

加須屋 淳江（理事） 

① 所属（部会）  ② 健康のために大切にしていること  ③ 抱負、自己紹介 

藤井 ひろみ（監事） 

毛利 多恵子（副会長） 

岸本 喜代子（監事） 

嶋澤 恭子（副会長） 

南田 理恵（理事） 
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「第７回 ぼうさいこくたい」に出展します！ 

災害対策委員長  阿部 久美子 

内閣府が主催する国内最大級の防災イベント「防災推進国民大会」、通称「ぼう

さいこくたい」が今年度は兵庫県神戸市で開催されます。兵庫県助産師会では災害

対策委員会を中心とし、「助産師は災害時に何ができる？」「助産師が伝える妊婦

や子育て世帯の避難準備」「赤ちゃんと避難するために、避難所で使えるおんぶや

抱っこの方法」といった内容を屋外テント展示で行います。 

当日は他にも様々な団体が、色々な視点からの防災に関する知識や製品を展示し

ており、家族連れでも楽しめるイベントも用意されています。この貴重な機会に、

ぜひ皆さんも会場にお越しください。詳細は同封のチラシをご参照ください。 

一社）兵庫県助産師会 90周年記念イベント開催のお知らせ 

90周年記念事業委員会  藤井 ひろみ 

今年は本会の礎である兵庫県産婆会発足から 90周年です。この記念の年を皆で祝い、きたるべき 100周年を目

指して「助産師(わたし)の現在と未来を助産師(なかま)と共有する」をテーマに、以下の①から③の記念事業を

執り行うこととなりました。90周年記念事業委員会(長井、森下、蚊口、嶋崎、打越、東、理事会役員)で企画運

営いたします。この記念の年を皆で楽しみましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 
助産所部会 保健指導部会 勤務助産師部会 賛助会員 

新
入
会
員 

木佐貫 香寿恵 

行川 朋美 

髙瀬 晶子  阿部 さつき 

野島 尚世  中江 節子 

天野 幸代  植田 知恵 

佐藤 知恵  時本 真弓 

吉川 恵加  イルマズ 和恵 

大角 舞依子 

北村 久美  中嶋 保江  小林 真菜美 

谷畑 玲子  大村 美里  竹内 佳寿子 

森奥 友理  服部 律子  川邊 楓奈 

安東 奈美  青木 成美  岡田 命実 

本屋敷 さおり 

井上 理恵 

転
入 

  長野 夕子    廣畑 杏倫 

吉村 園子 

 

トピックス 

     ←入会のお申し込みはこちらから 

① 一社)兵庫県助産師会 90周年記念 zoomイベント 

11月 3日(木祝)  

第一部: 10時〜12時 記念式典オンデマンド配信 

第二部: 13時 15分〜15時 15分 記念イベントライブ配信 

第三部: 19時〜21時 zoom懇親会 

●会員は参加費無料 

●参加申し込み不要、途中入退室 OK 

●参加詳細 zoomアドレスは別途ご案内 

 

③ 90周年記念誌作製 

配布用の 90周年記念誌を作成し、100周年に

向けて私たちの歴史を記録します。 

② 90周年記念クリアファイル贈呈 

(ほぼ)全会員の働く写真から作成したモザイクアートに

よる記念品を作製し配布いたします。 

 

 

    9/28時点での会員数 377名 

4/1～9/28時点 敬称略 

新入会員の紹介 



4 

 
 

 
（理事会） 

   
（常設委員会） 

 
順不同 敬称略 

代表理事 國廣晴美 

  
  

 教育委員会  ◎廣谷薫（保） 

組織強化委員会担当理事  担当理事 嶋澤恭子 ○新名美佳（勤） 

定款・規定検討委員会担当理事    谷畑玲子（勤） 

副会長 嶋澤恭子 

  

  

   宮村昌子（勤） 

会計担当理事         木下公子（勤） 

教育委員会担当理事    栗林瞳（保） 

選挙管理委員会担当理事      田村明音（助） 

副会長 毛利多恵子 

  

   林由紀（勤） 

産前産後ケア事業部担当理事    茨木敦子（助） 

選挙管理委員会担当理事   

  

   三谷千恵（助） 

医療事故調査制度支援委員会担当理事  安全対策委員会  ◎鳴坂広美（保） 

安全対策委員会担当理事 加須屋淳江 

  

 担当理事 加須屋淳江 ○総毛薫（勤） 

福祉厚生委員会担当理事    吹田文子（助） 

表彰委員会担当理事      田中美紗（勤） 

庶務担当理事 藤尾さおり    四ツ谷友紀子（助） 

兵庫県子育て・女性健康支援センター担当理事      打越リカ（勤） 

広報委員会担当理事 南田理恵 

  

  

   高橋八重子（助） 

災害対策委員会担当理事    塩田まゆみ（保） 

90周年記念事業委員会担当理事  広報委員会  ◎杉原真理（保） 

監事 岸本喜代子  担当理事 南田理恵 ○金川景子（勤） 

監事 藤井ひろみ    吉川惠理（勤） 

庶務幹事 小山千里    上月晶葉（勤） 

会計幹事 山名華代    松岡倫子（勤） 

代表理事 國廣晴美    土田純子（勤） 

組織強化委員会担当理事      徳重朋子（助） 

   福祉厚生委員会  ◎長井順子（保） 

（専門部会）   担当理事 加須屋淳江 蚊口理恵（勤） 

助産所部会 毛利多恵子（部会長）    森下京子（助） 

担当理事 毛利多恵子 島崎明代（副）  災害対策委員会  ◎阿部久美子（勤） 

  加須屋淳江（書記）  担当理事 南田理恵 ○石田弘美（勤） 

  秋山敦子（会計）    坂田冨貴子（保） 

保健指導部会 藤尾さおり（部会長）    松村恵子（助） 

担当理事 藤尾さおり 小山千里（副）    高田昌代（勤） 

  塩田まゆみ（副）    太田加代（勤） 

  岡﨑智津美（書記）    細川由美子（勤） 

  浦島裕美子（書記）  （特別委員会）  

  東由紀子（会計）  表彰委員会  ◎加須屋淳江（助） 

勤務部会 寺嶋智穂（部会長）  担当理事 加須屋淳江 総毛薫（勤） 

担当理事 嶋澤恭子 打越リカ（副）    國廣晴美（保） 

  太田加代（書記）  組織強化委員会 理事全員 

（兵庫県子育て・女性健康支援センター事業部）   担当理事 國廣晴美   

兵庫県子育て・女性健康支援センター運営委員会 ◎竹中靖子（勤）  選挙管理委員会  ◎金子哉子（勤） 

担当理事 藤尾さおり  〇鹿谷真純（保）  担当理事 嶋澤恭子 毛利多恵子 〇川内惠美子（勤） 

  有本梨花（保）    ○渡邊和枝（勤） 

  吉澤江美（保）    國本紘子（助） 

  國本紘子（助）    奥陽子（勤） 

  緩詰由紀子(助)    高森麻衣子（保） 

  和田望帆（保）  医療事故調査制度支援委員会  ◎田中美紗（勤） 

  内田友美（保）  担当理事 毛利多恵子 〇廣川巻子（保） 

  中江節子（保）    高田昌代（勤） 

（産前産後ケア事業部）      吹田文子（助） 

産前産後ケア事業部運営委員会   ◎岡﨑智津美（保）  定款・規定検討委員会  理事全員 

産前産後ケア事業部運営委員会 副委員長 ○郷原寛子（保）  担当理事 國廣晴美   

神戸市訪問型産後ケア事業運営 副委員長 ○鹿谷真純（保）  90周年記念事業委員会 ◎藤井ひろみ（勤） 

担当理事 毛利多恵子 井上千秋（保）  担当 理事会 長井順子（保） 

  島崎明代（助）    蚊口理恵（勤） 

  國廣晴美（保）    森下京子（助） 

  嶋澤恭子（勤）    加須屋淳江（助） 

  総毛薫（勤）    東由紀子（保） 

  岸本喜代子（保）    寺嶋智穂（勤） 

  宮田和美（保）    打越リカ（勤） 

   ◎印：委員長  ○印：副委員長  他順不同  

     
  

 
 

編 集 後 記 

広報委員は新メンバー3人が加入し、理事、委員長を中心とした8人体制で新たなスタートを切りました。新体制となってすぐにも関わらず、

委員の皆の迅速かつ正確な校正作業や綿密な打合せもあり、無事にこうのとり通信第18号を発行することができました。広報委員のチーム
ワークの良さには感激しきりです。さらに、タイトなスケジュールの中、原稿の執筆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。この場をお借りして御礼申し上げます。 

広報委員のメンバーにも今年の意気込みを聞きましたので、メンバー紹介を兼ねてお伝えします。 

杉原（委員長）皆で力を合わせ、役立つ情報を発信します！ 金川（副委員長）：SNSフォロワー数アップを目指して頑張ります！ 

土田：皆と一緒にこうのとり通信の発行を頑張ります！   徳重：今年度も引き続きよろしくお願いいたします！  

松岡：ホームページリニューアルに向けて頑張ります！   吉川：楽しく有用な情報をお届けできるように頑張ります！ 
上月：助産師を身近に感じて頂けるような、SNSでの情報発信をしていきたいと思います。  

広報委員：杉原・金川・吉川・上月・松岡・徳重・土田 担当理事：南田 

こうのとり通信担当：徳重・吉川・土田 

理事会・委員会一覧 


