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 今後の協議会活動に御理解と御協力を
副会長　向田　隆通

　去る 7 月２０、２１日に大阪千
里ライフサイエンスセンターで第
１３回全国病児保育協議会総会・
研修会が開催されました。
　協議会の加盟施設も２７０に
増え、研修会の参加者も年々増え
ています。なんと、今年は４０７
人の参加がありました。懇親会
も２４０人の参加でした。本当に
目を見張る増え方です。今年の研
修会は、今まで年に２回に分けて
行っていた施設長研修会と職員研
修会を合体させたもので、海の日
の連休を２日間使っての研修とな
りました。
　内容も行政説明から基礎セミ
ナー、全国病児保育室実態調査、
基調講演、２つの特別講演、そし
て８つの分科会、ワークショップ
とあり、参加者の方々も内容の多
さにびっくりされたのではないで
しょうか。

　さて、その協議会も加盟施設
の増加と常任協議員の長年の従
事により、研修会の開催や協議会
自身のあり方についても、常任協
議員の中で色々な意見が出てきて
おります。その一つとして、研修
会の開催方法が変わってきたわけ
です。また、今年の総会で新たに
１２人の常任協議員の増員を図り
ました。人数的には倍増になり、
驚かれるかもしれませんが、最近
の常任協議員のそれぞれの仕事は
多忙を極めてきております。事務
局もわずかの事務費で会長のとこ
ろで引き受けていただいており、
事務作業も常任協議員の間で手分
けして行っているのが現状です。
今の体制も、これからのことを考
えますと無理が来そうで、今後の
協議会自身のあり方をどうあるべ
きか、考え直す時期に来たようで
す。
　７月２０日の常任協議員会で検
討した結果、「協議会あり方検討
委員会」というのを作り、来年の
総会までに検討を行う事としまし
た。メンバーは会長・副会長・各
委員長・顧問・今回新しく常任
協議員になった方から二人と参加
意志のある方を総会で募りました

が、立候補はなかったようです。
第１回委員会を９月２７日に行
う予定です。このニュースがお手
元に届く頃には１回目は、終わっ
ていますが、皆さんから今後の協
議会に対するご要望等ありました
ら、事務局にメールか FAX をい
ただくか、常任協議員の誰にでも
結構ですので、ご意見を寄せてい
ただければありがたく思います。
　新しい常任協議員を迎えて、心
機一転、新たな一歩を踏み出すた
めに、模索しています。皆さんか
らのご意見、ご要望をいただくの
が一番励みになります。協議会の
あり方は本来、皆さんのためのは
ずです。全国で頑張っている会員
の方々、これから始めようとして
いる方々、そして、病児保育を本
当に必要としている子育て真っ最
中のお母さん方のために、頑張り
ましょう。
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　ハートアイランド山
口病児保育室は、平成
７年４月に開設されま
した。（山口市の委託
事業開始は平成８年４
月）当保育室では、「家
庭との連絡票」を用い、
前日の家庭での状態、
当日の保育室での状態
を記入することで、保
護者の方と子どもの情
報交換を密にし、看護
師・保育士が子どもの
状態を一目で把握でき
るようにしています。
　又、その日の子ども
の年齢構成や病気の状
態によって、１日のス
ケジュールや遊びを臨
機応変に変え、子ども
にも保育室を楽しいと
感じられる工夫をして

います。
　事前登録者、利用者
ともに年々増加傾向に
あり、現代社会におい
てそのニーズが高まっ
ているのを強く感じま
す。これからも、地域
の方々から信頼して頂
ける病児保育室を作っ
ていくべく、日々努力
していきます。

看護師　宮成梓織
所在地 :753-0081

山口県山口市吉敷

3042-1

TEL:083-924-3962

ハートアイランド山口

　ベアーズデイサービ
スセンターは、平成９
年４月に開室され、す
ぐ隣には「谷本こども
クリニック」と米子市
の認可保育園「保育園
ベアーズ」があります。
小児科医院と保育園と
病児保育室の３施設が
隣同士に建っていると
いうのは、全国でも少
ないと思います。
　デイサービスセン
ターの利用可能な地域
は、開設当初は米子市
のみだったのが現在で
は６市町村となり、初
年度は延べ 539 人だっ
た利用者も平成 14 年
度には1,101人と、年々
増えているところで
す。

　「ココがあるから仕
事が続けられます」と
いう保護者の声や「ま
た来るからね」とい
うこどもたちの声を聞
く度、これからも安心
して利用できる場所で
あり続けられるよう努
力していこうと思いま
す。

看護師　西村ゆかり
所在地 :683-0257

鳥取県米子市榎原

1889-6

TEL:0859-26-5599

ベアーズデイサービスセンター

　カンガルーハウス
は、市の中心部にあり、
市内には名水の「うち
ぬき」が、いたるとこ
ろに湧いています。
　 平 成 10 年 に 開 設、
市の委託事業として、
医療機関併設型で行っ
ています。看護師が中
心となって、保育士達
と毎日、奮闘していま
す。地域だけでなく、
院内には職員の託児所
もあり、定員オーバー
する日もあります。
　利用者も年々増え、
昨年度は 830 名あまり
の利用者数になりまし
た。
　利用時には、薬を持
参することを忘れたと
きや、診察、相談など、

できる限りのサポート
を心がけています。

看護師　藤田キヨ子
所在地 :793-0030

愛媛県西大町 739

番地

TEL:0897-56-5185

医療法人社団更生会　村上記念病院

「カンガルーハウス」

　げんきっこホーム
は、平成 13 年３月よ
り児童養護施設海の
子学園入舟療の中に開
室しました。「海の子」
と名前の示すとおり、
近くに大阪港がありま
す。この港区を中心と
した地域の子どもたち
が、安静にしながらも
遊びのアンテナをはり
めぐらせ楽しく過ごし
ています。
　また、「げんきっこ」
の大きな窓からは、子
どもたちの遊ぶ姿が見
え、寮の子どもたちと
互いに手を振りあう場
面も多くみられます。
体調が落ち着いている
ときは、園庭でひなた
ぼっこもできます。

　児童養護施設ならで
はの家庭的な保育と、
幅広い育児支援を目
指してがんばっていま
す。
　看護師　長谷かおる
所在地 :552-0015

大阪府大阪市港区池島

3-7-18

TEL:06-6571-1515

海の子学園「げんきっこホーム」
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　当院病児保育室は、
病院併設型であり病
中もお預かり出来る病
児保育施設として平成
６年７月に設立されま
した。平成 11 年７月
より、「乳幼児育児支
援一時預かり事業」と
して大阪市健康福祉
局より委託を受け運
営しています。当院病
児保育室は、入院を必
要としない急性期から
回復期の生後 3 か月か
ら小学校低学年までの
お子さんが対象です。
　親しみをもってもら
えるような病児保育室
でありたいと思い、昨
年「きしゃぽっぽ」と
いう愛称をつけまし
た。名前の由来は、以

下になります。
まいにち　いっぽいっぽす
すむ

「きしゃぽっぽ」
でも、ときどき　ねんりょ
うぎれしちゃいます。
そんなときは、ちょっと　
ひとやすみ。
エネルギーが　まんたんに
なったら
さぁ、しゅっぱつだ！ぽっ
ぽー！！

看護師　渡部美紀
所在地 :535-0022

大阪府大阪市旭区新森

4-13-17

TEL:06-6952-4771

中野こども病院附属病児保育室

きしゃぽっぽ

　自分の子育てがほ
ぼ終わりに近いベテラ
ンの保育士６人が各単
位に２人ずつで保育し
ます。保育室は、クリ
ニックの建物の中にあ
り、小児科診察室の隣
です。「熱が上がって
きたので解熱剤を使う
か？」などを小児科医
に問い合わせながら、
病児の症状にあわせた
対応が可能です。
　日野市で唯一の病
児保育室ですので、日
野市全域、時に近隣市
からの利用者がありま
す。ほとんどが病初期
の利用者です。
　まれに一日中泣き続
け、保育士が背負って
過ごす子もいますが、

喜んで利用するリピー
ターの存在は、信頼さ
れている保育室の証で
はと自負しています。
　４年前の開設時から
同じメンバーで保育が
行われ、安定した運営
ができていますが、転
居等で辞めた保育士の
補充が、これからの課
題です。　

医師　佐々木榮一
所在地 :190-0062

東京都日野市多摩平

1-8-10

TEL:042-585-2591

医療法人社団佐々木クリニック

病児保育室ひよこハウス

　平成８年度より実施
の定員２名の病児保育
室で、病児保育の受入
れは嘱託医の判断によ
り決定しています。担
当職員は看護師１名

（専任）保育士（パート）
１名です。受入対象児
は０才～６才で、主に
保育利用児が多く、市
内の保育所利用児の健
康支援デイサービス室
として広く利用されて
います。
　病児は別室を設けて
回復期の病児処遇を実
施しています。利用に
当っては、利用登録書・
診断書等の提出を受
け、利用状況は毎日連
絡票、観察カルテ等に
より状態確認を保護者

と交しています。病児
食も充実しており、看
護の指導も保護者には
喜ばれています。利用
児が保育所へ登園可能
となれば利用中の生活
を各保育所へ連絡し、
休み明け保育の参考に
してもらっています。
　保護者が安心して
仕事ができるためのサ
ポートを第１と考えて
とりくんでいます。

看護師　西本智子
所在地 :664-0007

兵庫県伊丹市北野

3-48-2

TEL:0727-81-1744

社会福祉法人有岡協会

伊丹乳児院病児保育室

　病児保育室ピッコロ
ケアルームは、医療機
関併設型の病児保育室
で、平成 10 年４月か
ら枚方市の委託を受け
ています。定員は４人
で、乳児から就学前ま
での子どもを看護師、
保育士で看護保育して
います。
　保育室はとても明る
く、広いスペースなの
で、少し元気な子ども
は走り回ってしまうの
で困る程です。
　今年で６年目にな
りますが、年間 900 名
を超える利用があり
ま す。 そ れ で も、 病
気が流行している時
などは、希望の方が全
員が入室できないこと

もあるので、なるべく
たくさんの方に利用し
ていただけるように気
を配っています。これ
からも、保護者の方が
安心して預けられ、子
どもたちが楽しく過ご
せるピッコロケアルー
ムでありたいと思いま
す。　

　保育士　木村福美
所在地 :573-1114

大阪府枚方市東山

１丁目 49-31

TEL:072-850-8165

医療法人門林小児クリニック

病児保育室ピッコロケアルーム
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　 平 成 15 年 6 月 7 日（ 土 ） に、
愛媛県内ブロック会を当院で行い
ました。
　会の運営は持ち回りにして、今
回が２回目です。皆さんお忙し
い中、東予、中予、南予、５施設
22 名の参加でした。これから病
児保育を立ち上げる三島市の藤枝
小児科スタッフの方や三島市と合
併予定の川之江市から、市議会議
員さんも参加して、市と病児保育

た。
　今回の反省点や、良かった点を、
今後に生かして、次は愛媛ブロッ
クから、四国ブロックへと広げた
いと思っております。５施設から
だけでなく、近くの皆様の参加も
お待ちしております。の関わりなどについて話し合いま

した。
　当院小児科 Dr. の勉強会「小児
感染症の基礎知識」～昨年の流行
と、よく診る小児感染症～等の講
演、フリートークでは、家庭との
連絡票の書き方や、隔離室、おも
ちゃの消毒について、各施設の消
毒の仕方等参考になり、施設、自
己紹介はスライドを使って和やか
な雰囲気の中でのブロック会でし

愛媛ブロック会から
村上記念病院「カンガルーハウス」

所長　藤田キヨ子

８月２日 ( 土 ) から３日間、全国
から京都に 11,029 名が集い、第
35 回全国保育団体研究集会が開
催されました。
　２日目の分科会「病気明けと病
児の保育」には、多い順に保育士・
父母・看護師・施設長・学生など
29 施設から約 50 名が出席しまし
た。
　午前は今回の世話人である井崎
和夫先生から国の病児保育制度に
ついて詳しく学び、京都の２施設
から提案がありました。
　午後は３グループに分かれて各
施設の問題点を討議しましたが、
１番多かったのは当日キャンセル
の問題です。キャンセルの連絡が
遅ければ満室の場合は次の予約が

受けられず、結果的に空きが出て
しまい確保していた人員も無駄に
なる現実があります。利用者に理
解と協力を得る事と、利用者が増
えた時にも対応できるような急な
応援が頼める人材をたくさん確保
しておくのが重要だと確認しまし
た。
　その他、利用料や共済会費、医
師指示書（病気証明）や当園許
可書（治癒証明）の支払金の有
無、記録書類についても交流し
ました。どんなにすばらしい施設
があっても利用者がなければ意味
がありません。近隣の家庭や保育
所にビラやニュースを配ったりし
て、どの施設も工夫して宣伝活動
を行っています。
　今から病児保育を作ろうとし
ている方も、たとえ困難にぶち当
たっても理論的に理解が得られた
ら力になってもらえる方が必ずあ
ると思うので、お互いに頑張って
いきましょうとエールを交換して
終了しました。
　全国規模で交流すると、各施
設の条件は地域によっても全く異

なり、条件の違いを大きく見せつ
けられます。でも、どんな条件の
中でも保育に対する熱い気持ちは
変わらず、みんな同じ気持ちで頑
張っているのだな～と再確認でき
ると、また意欲が湧いてきます。
今回もたくさんの交流ができて充
実した分科会でした。

近畿北ブロックから
寝屋川病気あけつくし保育所

保育士　中井　三貴
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中国ブロックから
さくらんぼ病児保育室

小谷恵美子

　 広 島 県 の 病 児 保 育 状 況 と

中国地方保育団体合同研究集会で

の「病児保育」分科会へのおさそ

い

　広島では毎年、広島県保育団
体合同研究集会 ( 広島合研 ) が開
かれており、「病児保育」の分科
会で交流しています。２００２年
には、すでに開設しているところ
( 広島市・呉・東広島・安芸郡府
中町 ) と、今から始める所、関心
がある方など、医師・保育者・行
政関係者・研究者が参加されまし
た。他施設の様子や情報の共有の
ため、３施設が報告した後、次の
ようなことが話合われました。 
●少ない補助金で経営的にやって
いけるか　

●補助金は今後どうなる　　
●病中・病後児保育とは
●病気の感染予防について
　参加予定の保育所型の施設か
らの話が聞けなかったのが残念で
す。
　第 1 回中国５県合研「病児保

育」分科会のご案内

　２００３年１１月８・９日、中
国５県保育団体合同研究集会 ( 中

国５県合研 ) が開催されます。９
日の「病児保育」分科会は、助言
者として岡山の青木佳之先生にお
引き受けいただき、提案は岡山・
ドレミ病児保育室、広島・あすか
病児保育室、山口・病後児保育室
タムタムの方々が発表される運び
となりました。近隣からの参加を
お待ちしています。
尚、８日の記念講演は早稲田大学
教授増山均氏の「子育ては、晴れ
の日・雨の日・嵐の日」となって
います。先生は「地域づくりと子
育てネットワーク」「ゆとり・楽
しみ・アニマシオン」の著者でも
あります。

日　　時　　２００３年１１月９日　９時半から１４時半

開催場所　広島市南区翠町１丁目１－１　広島大学附属小学校

参　加　費　４０００円　( １０月２５日以降は４５００円 )

お問合せは、

さくらんぼ病児保育室 TEL・FAX ０８２- ２４９- ９３０２

または、TEL・FAX ０８２- ２４３- １４９７　小谷（おだに）まで。

関東ブロックから
エンゼル多摩

　施設長　池田奈緒子

　第２回　関東ブロック会のお知

らせ

　前年度第１回を開催し好評だっ
たため、第２回関東ブロック会が
開催されることになりました。前
回は急な開催であったため、第１
回ということもあり、とにかくお
集まりいただき、特にテーマを決
めずに自由に話し合う会、でした。
同施設から重ならないように分
かれていただき、当初不安げだっ
た先生方も、１グループ５～６名
という少人数の中では、自由に発
言でき、お互いに何でも相談でき
たため、大変好評でした。自由な
話し合いにも拘らず、各テーブル
で話題になったことに類似点が多
く、悩みや問題点はどこでも同じ
だということが分かった興味深い

会となりました。
　今回も午前中は、この小グルー
プでの話し合いに当てる予定で
す。前回の経験を生かし、せっか
く時間を作って集まるので、参加
者全員が遠慮なく発言し質問でき
るよう、１グループ５～７名とし
ます。ただし、第２回目なので、
あらかじめいくつかのテーマを想
定し、ご案内の中に入れました。
その中から前もって各自がどの
テーマに参加するかを決め、選ん
だテーマについて各自資料・質問
などを持ち寄ることとしました。
また、テーマは決めずに同職種
での話し合いを、という希望もあ
り、職種別のグループも設定しま
した。
　午後は、帆足英一先生に講義を
お願いしました。関東地方には新

規施設も多く、帆足先生の講義を
じかにお聞きしたことがない会員
からの是非にという声から実現し
ました。その後、午前中参加でき
なかったテーマの内容も共有でき
るよう、テーマごとに簡単に発表
し合い、閉会となる予定です。

日時：
１５年１１月１５日（土）
10:00 ～ 16:00 です。
協議会加盟施設の中、関東ブロッ
クの施設には既にご案内が届いて
いると思いますが、新規施設その
他お問い合わせは、下記までＦＡ
Ｘでお願いいたします。
Ｆａｘ　044 － 922 － 8736
エンゼル多摩内　第 2 回関東ブ
ロック会事務局
有意義な地域交
流会にしたいと
思います。ご意
見などもどしど
しお寄せくださ
い。
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みやた小児科

「ぽけっと病児保育室」

理事長　宮田　章子

　みずぼうそうは、感染力が強い
ために、保育園などの集団でいっ
たん誰かが発症するとクラス内で
未罹患の子どもはほとんどうつっ
てしまうくらいです。生後数ヶ月
から幼児期までにかかることが多
い感染症です。
　病児保育室内でも、しっかりし
た隔離が必要です。感染経路は主
に空気感染ですので隔離室の空気
が他室に流れないように注意しま
す。発疹が出始めて３日くらいが
感染力の一番強いときです。発疹
ははじめは蚊に刺されたような赤
く少し盛り上がりを持つ湿疹でま
もなく水ぶくれとなりそれがつぶ
れてかさぶたになります。同時に
全部の湿疹が変化していくのでは
なく時間差を持って湿疹が出現し
変わっていきます。
　出始めて湿疹が出そろうのに４
日くらいかかります。出現する場
所も特徴がありパンツの中、首筋

から頭皮内にこのような湿疹をみ
たらまず診断は確実です。湿疹は
かゆいのでかゆみを押さえる飲み
薬や塗り薬を処方することが多い
です。
　掻いていてそこが化膿してと
びひになる場合もありますので全
身状態がよければシャワーを許可
して皮膚を清潔に保つように注意
します。入室中に掻いている場合
さっとシャワーをしてあげること
もいいかもしれません。
　合併症の頻度も少なく軽症で経
過することが殆どですが、治るま
でに時間がかかり１週間から１０
日間くらい集団をお休みしなけ
ればなりません。よって病児保育
室の利用も長くなり遊びの工夫も
より大切になりますので保育士さ
んが特に活躍することになります
ね。
　水ぼうそうの原因は、水痘帯状
疱疹ウイルスでヘルペス属のウイ

ルスの仲間ですのでウイルスを退
治する薬（アシクロビル）があり、
病気を軽くし治癒を早めることが
できます。ただ発症して２～３日
以内にのまないとあまり効果はな
いといわれています。また接触し
て２～３日以内であれば水痘の予
防接種によって発症を防ぐことが
できると云われていますので知っ
ておくと便利です。
　水痘の予防接種は、接種を受け
ても２０％くらいは自然感染する
と云われていますが受けておくと
軽くすむことがわかっていますの
で相談を受けたらお勧めくだ
さい。

手 づ く り お や つ ４ 大分こども病院
キッズケアルーム

アレルギーでも大丈夫！な　おいしいおやつ

【納豆入りお好み焼き】

★材料（小 5 枚）

小麦粉 30 ｇ　納豆 30 ｇ　キャベツ 50 ｇ　水 40cc
★作り方

①キャベツはみじん切りにしておく
②ボウルに小麦粉、キャベツ、納豆、水を入れよく混
　ぜる
③フライパンに油を薄く引き、②を小さめに焼く。上
　にケチャップ、青海苔をかける
☆１人当たり

熱量 36kcal　タンパク質 1.7 ｇ　塩分 0.2 ｇ

＊納豆が入っているため、卵を使用しなくてもほどよ
い粘りが出る。冷めても柔らかい。卵、牛乳アレルギー
でもＯＫ
　

【じゃこ入りポテトのお好み焼き】

★材料（１人分）

じゃがいも 50 ｇ　ちりめんじゃこ 5 ｇ　片栗粉　小
さじ 1/2（1.5 ｇ）　人参 10 ｇ
★作り方

①じゃがいもはゆでてつぶす
②湯通ししたちりめんじゃこ少し切る
③人参をゆでて小さく切る
④①～③を混ぜて好みの形にする
⑤フライパンに油を少々落とし、両面を焼く。（ホッ
　トプレートを使えば、油はいらない）
☆１人当たり

熱量 57kcal　タンパク質 3.2 ｇ　塩分 0.6 ｇ

＊具は小さく切っているので離乳中期から使えます。
卵、牛乳、小麦、大豆アレルギーにもＯＫ

栄養士　木崎　知津子

染 症 情 報感
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　 四 日 市 市 病 児 保 育 室 カ ン ガ
ルームが第三者評価としての ISO 
9001:2000 を認証取得する経過で、
病児保育室の評価方法について考
える機会がありましたので許しを
得て寄稿します。
　ISO 9001:2000 取得を病児保育
室が目指すべきかどうかは後で述
べます。
　病児保育室の評価を４つに分け
て考えてみました。
１． 利用者の評価
２． 自己評価
３． ピアレビュー
４． 第三者評価

利用者の評価

　感謝の表現は職員の励みや仕事
のやりがいにつながります。しか
し、感謝の声は病児保育内容の正
しい評価とは言えません。

自己評価

　あらかじめ作られた設問から楽
に開始出来ます。地域特性、施設
の特徴、実施主体などにより設問
の解釈が困難なことがあります。
しかも自分に甘い施設は高得点、
自分に厳しい施設は低い得点に
なり、まじめに業務に取り組んで
いる施設ほど設問に疑問を持ちま
すが、自己改善意欲がある施設に
はその道具として充分利用出来ま
す。高得点を競うものではなく客
観性は無いので公表するものでも
ありません。

ピアレビュー

　第三者評価と自己評価の間に位
置するものです。専門知識のある
同業者のチエックです。広義には、
研修会への参加やお互いの施設
見学での情報交換もピアレビュー
になります。ただし、お世辞だけ
で問題点の指摘や議論が出来ない
と効果は半減します。自己評価に
比べると交通費や研修会参加費や
資料代が必要になります。さらに
高いレベルのピアレビューを考え
ると、なるべく遠方で顔見知りで
ない施設から来ていただいて厳し
いチエックを受ける方法がありま
す。交通費や宿泊費などの実費は
チエックを受ける側が負担し、食
事などの接待もしてはいけませ
ん。勿論客観的な評価レポートを
求めます。

第三者評価としての

ISO9001:2000

　全く別の世界の人に客観的な評
価を求めるものです。カンガルー
ムでは、併設の介護老人保健施設
が ISO9001 認 証 取 得 に 取
り組むことになり、第三者
評価のひとつとして興味を
持ち相乗りしました。
　病児保育室は建築業な
どのように ISO を取得し
てなくとも仕事は出来ます
し、取得しても費用対宣伝
効果は大きくは期待出来ま
せん。私どもは取得費用を
法人で飲み込むことが出来

ましたので、膨大な資料作りや
労力のみでチャレンジできまし
た。先日の第１３回全国病児保育
協議会総会・研修会で、開設と同
時に ISO 取得に取りくむ施設が
あったと聞きました。仲間が出来
ると認証後の運用方法などについ
て議論が出来るので歓迎なのです
が、個人的には病児保育室に ISO
取得は薦められません。理由は　
表 1　のように第三者評価法とし
ては難易度、労力、経済性に問題
があります。客観性が厳密になる
ほど経費負担は増大し経済性は悪
くなります。病児保育室単独では
ISO9001 は負担が大きく、これら
の問題点が改善された新たな方法
を期待します。
　有能で名人芸のスタッフや情熱
的な施設長がいなくとも、楽に自
己改善出来、利用者も提供側も安
心していつでも誰でも一定レベル
以上の病児保育サービスのある施
設になりたいのですが・・・・・
皆様のご意見やご指導をお待ちし
ます。

難易度 労　力 経済性 客観性

利用者
の評価

◎ ◎ ◎ △

自己評価 ○ ○ ◎ ×

ピアレ
ビュー

○ △ △ ○

第三者評
価として
の ISO

× × × ◎

表１　病児保育の評価法

◎：とても簡単 ○：簡単 △：普通 ×：困難

―新規加入の全国病児保育協議会施設―

249 ◆松岡病児保育センター
理事長　松岡　半七
〒 901-0212
沖縄県豊見城市字平良 215
TEL:098-850-9529  FAX:098-852-2851

250 ◆納場保育園
園　長　仲田　和歌子
〒 319-0134
茨城県東茨城郡美野里町納場 111-1
TEL:0299-48-1789  FAX:0299-48-3805

251 ◆エンジェル保育室
院　長　赤松　正根
〒 275-0002
千葉県習志野市実籾 5-2-12　第七福住ビル
TEL:047-493-4239  FAX:047-493-4239

252 ◆乳幼児ケアルームたんぽぽ
施設長　佐藤　弓雄
〒 874-0904
大分県別府市南荘園町 19 組
TEL:0977-25-2828  FAX:0977-26-4062

病児保育室の評価方法について
四日市市病児保育室カンガルーム　二宮剛美
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会員の皆さまからのお便り・質問等をＦＡＸやメールでお送りください。直接回答させて
いただいたり、ニュース等に掲載させていただきます。
送付先：ＦＡＸ０６- ６４４２- ５７８８、メール fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp 広報の藤本まで。

全国病児保育協議会事務局

　　〒 870-0943　住所：大分県大分市大字片島 83-7　　大分こども病院気付

　　　　　担当：伊東　美紀　　　電話：097-567-0050（代表）　　ＦＡＸ：097-568-2970

ついに完成しました

253 ◆ ( 医）岩国病院病後児保育所　Kids　Inn
院　長　庄司　孝　
〒 741-0062
山口県岩国市岩国 3-2-7
TEL:0827-41-1381  FAX:0827-41-1381

254 ◆ ( 医 ) 愛幸会　くまだ内科クリニック病児
　　　 保育室リトルベアー
理事長　熊田　博行
〒 553-0004
大阪府大阪市福島区玉川 4 丁目
TEL:06-6446-6006  FAX:06-6446-6006

255 ◆病児保育エンゼル
院　長　神田　博　
〒 516-0072
三重県伊勢市宮後 3-7-61
TEL:0596-20-6512  FAX:0596-20-6561

256 ◆病児保育室　ワイズ
医　師　植村　豊　
〒 270-1175
千葉県我孫子市青山台 4-20-4
TEL:04-7183-9027  FAX:04-7183-9027

これ以降の加盟施設は次号で　

第２７号の「施設紹介」コーナーで、「いわた医院チャ
イルドケアーセンター　ムーミンルーム　保育士　林　
文子」さんとなっていましたが、正しくは「保育士　末
石佳代子」さんです。関係各位へ御迷惑をおかけしたこ
とを心よりお詫び申し上げます。（広報委員会編集部）

「施設紹介コーナー」「東西南北ブロック便り」を

連載中！加盟施設のみなさん原稿をどしどし送っ

てください。また、各施設で特に取り組んでいる

ことや楽しい出来事などがあれば、紹介させてく

ださい。原稿をお待ちしています。

＜協議会ニュース　編集事務局＞

〒 531-0076　大阪市北区大淀中３丁目１５- ５

( 株 ) 関西共同印刷所内　藤本　文孝　宛

TEL.06-6453-3675  FAX.06-6442-5788

E-mail  fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp

「病児保育１０年のあゆみ」

　病児保育協議会が発足してから１２年目を迎え
ました。発行計画から 2 年おくれましたが、みな
さん待望の１０周年記念誌「病児保育１０年のあ
ゆみ」がやっと完成しました。発足から１０年間
の協議会の歩みを網羅した貴重な資料を豊富に掲
載しています。ぜひ、御購入ください。

　● B5 版　１０４頁
　●内容
　第１部祝辞、第２部座談会、第３部１０周年今
　後の課題、第４部病児保育の現場から、第５部
　保護者・利用者の立場から、第６部資料
　●価格は　１冊１６００円（送料・税込み）
　●申込は、全国病児保育協議会事務局まで


