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 第 14 回全国病児保育研究大会に期待する
会長　藤本　保

　 平 成 １ ６ 年
度は、もちまわ
り の 研 究 大 会
と な っ た 第 １
回目です。 
　井崎先生が大

会長・実行委員長として着々と準
備を進められている様子が、メー
リングリストのやり取りからうか
がえます。この大会からは本協議
会の研修の方法も大きく方向転換

するものと思われます。いちばん
の目玉は公開講座と自主的な研究
発表（これは募集してからでない
とわかりませんが…）ということ
になるでしょう。日ごろの成果を
自らの研究発表として会員へ報告
してみてください。
　協議会のあり方や運営も大きく
変わろうとしています。皆さん方
の忌憚のないご意見を期待してい
ます。

　横浜ではどんな成果が上がるの
かを期待しながら、皆様と再会で
きるのを楽しみにしています。

会期　平成１６年７月１８日（日）・１９日（月・祝日）

会場　第１会場：ひまわりの郷　第２会場：ウィリング横浜

　　　横浜市港南区上大岡１－６－１

　　　ＴＥＬ　第１会場　０４５（８４８）０８００

　　　　　　　第２会場　０４５（８４７）６６６６

登録料（資料代として１名につき）

　　　会　員　事前登録：３０００円　当日登録：４０００円

　　　非会員　事前登録：５０００円　当日登録：６０００円

　　　＊非会員の方で入会申込をされる場合は４０００円（事前・当日共）

実習講座テキスト代　１０００円（実習講座を受講される方のみ）

懇親会費　1 人につき４０００円（施設長は７０００円）

第１４回全国病児保育研究大会開催要項（第１報）
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　ひかりは、「乳幼児
健康支援一時預かり事
業」として横浜市の委
託を受け、保育園併設
型の病後児保育室とし
て平成１２年１０月に
開設されました。
　ひかりは、高台の閑
静な住宅街にあり隣に
は公園もあるため、鳥
のさえずりが聞こえた
り四季を感じることが
できます。木でできた
保育室はかすかな木の
匂いがし、暖かな明る
い陽が差し込む家庭的
雰囲気の中で子どもた
ちと一日をゆったりと
過ごしています。
　「ここがあるから安
心して仕事にいけま
す」「子どもがひかり

に行けるのを楽しみ
にしていて」との声を
聞かせて頂くたび、嬉
しさと同時に身の引き
締まる思いです。子ど
もがゆったりのびのび
過ごせ、また保護者の
方が安心していただけ
る場所でありたいと看
護師を中心に保育士と
日々頑張っています。
看護師　森本真理
所在地 :236-0056

神奈川県横浜市金沢区

熊見台東２番３号

TEL:045-790-3440

きらら保育園病後児保育室　ひかり

　玉島病院病後児保育
室は、「倉敷市乳幼児
健康支援デイサービス
事業」の委託を受け、
平成８年に設置され現
在に至っています。
　病院に付設された施
設で、保育士が常駐し、
看護師が与薬や検温、
病状の観察のため随
時巡回しており、何か
変化があれば医師が直
ちに対応できる体制を
とっていますので、安
心してご利用いただけ
ます。また、栄養士に
よる病状に合わせた献
立もご用意できます。
　初めて利用される方
も多く、保育士が抱っ
こしてテレビを見た
り、膝の上で飲み物を

飲んだりといったスキ
ンシップを大切にし、
子どものリズムに合わ
せた「家庭的な関わり
方」をモットーに、少
人数ならではの手厚い
保育を提供できるよう
努力しています。
保育士　藤田初音
所在地 :713-8103

岡山県倉敷市玉島乙島

4030

TEL:086-522-4141

玉島病院病後児保育室

　わんぱくの国は、平
成１２年９月に医療
機関併設型で熊毛町の
委託を受け開設しまし
た。熊毛の八代盆地に
は、今年もなべづるが
飛来しています。田園
の広がるのどかな地域
です。今年４月に、２
市２町が合併し周南市
となり、人口１万６千
人 の 小 さ な 町 か ら、
１５万８千人と山口県
でも３番目に人口の多
い市になりました。
　当施設は、ふじわら
医院隣の院長宅を改装
し明るく広々した部屋
となっています。　　
　スタッフは元気印の
２０代！から、子育て
ならおまかせ？の４０

代、年齢も性格も違い
ますが、みんな子供が
大好きで息はピッタリ
です。家庭的な雰囲気
の中で、子供たちの個
性を大切にし、心の休
まる空間が提供できる
ように日々頑張ってい
ます。
看護師　若林　好子
所在地 :745-0651

山口県周南市大字大河

内 256-14

TEL:0833-91-7233

病児保育室　わんぱくの国

　健生病児保育室ほっ
とルームは、１９９９
年１０月に定員４名、
産休明け～小学校６
年生まで対象とした
医療機関併設型の施設
として、金沢市南部に
開設しました。ほっと
ルームの名前は、開設
前に行った外来患者の
保護者の方々へのアン
ケートの中の「親も子
もほっとできる保育室
になってほしい」とい
う要望から生まれまし
た。
　昨年度は年間平均
１ 日 ３ . ５ 人、 金 沢
市だけでなく近隣市
町からの利用があり
ま し た。 今 年 度 は 季
節による利用人数の

変動もなく安定した
利 用 が あ り ま す。 ９
月には初めて保護者
会 を 開 催 し ま し た。
　これからも子ども
たちの気持ちをしっか
りと受け止め、よりよ
い保育のために日々学
んでいきたいと思いま
す。
保育士　原田圭子
所在地 :552-0015

石川県金沢市平和町

3 丁目 5-2

TEL:076-241-9062

健生病児保育室「ほっとルーム」
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　２００１年５月に
公設民営を機に保護者
ニーズもあり、県下で
初めての保育所併設の
施設として開設されま
した。
　かかりつけの医師に
連絡表を書いていただ
き、在園児かどうかに
かかわらずセンター方
式でお預かりしていま
す。慣れない場所で子
どもが不安になります
が少しでも安心して遊
んだりゆたったり過ご
せる環境を用意してい
ます。
　また、他の子どもへ
の感染防止のために、
保育士か看護師が一対
一で保育看護にあたっ
て い ま す。 か か り つ

け医・保護者・病後児
保育室との連携が常に
取れ、安心して預けら
れる施設でありたいと
願っています。
看護師　直井みどり
所在地 :765-0014

香川県善通寺市生野本

町２丁目 16-1

TEL:0877-62-3695

社会福祉法人カナン福祉センター

「病後児保育らっこ」

　すくすくハウスは、
平成１２年５月、医院
から少し離れた２階建
ての民家を利用し開設
しました。内部は、ド
アと引き戸の上部をガ
ラスにし、部屋の仕切
には透明のアコーディ
オンドアを取付、どこ
からも見えるように改
造しました。２年前に
は、各部屋にカメラを
設置し、インターネッ
トで診察室のパソコン
画面から、常時部屋の
様子を見ることができ
るようにしました。
　利用されるお母さ
ん方は、アットホーム
な雰囲気と、きめ細か
い看護保育、病気別で
の部屋割りで、とても

安心され感謝されてい
ます。リピーターも多
く、利用者は年々増え、
３年目の昨年の年間利
用者は１１７０人、今
年度は１０月末ですで
に１１１２人となって
おり、今後も増加傾向
にあります。よりよい
病児保育をめざし、ス
タッフ一同頑張って
いきたいと思っていま
す。
保育士　西村美津子
所在地 :755-0151

山口県宇部市西岐波

3528-10

TEL:0836-51-1100

鈴木小児科医院　「すくすくハウス」

　 当 施 設 は、 平 成 ８
年病院併設型として開
設、平成１４年１１月、
宇治市の委託を受け、
１年を迎えました。田
畑の広がる、のどかな
場所にある施設敷地内
には、広い庭があり、
桃・柿等の果物の木が
あります。畑では、ト
マトやサツマイモ等を
作っています。
　ちょっとした気分転
換に庭に出て、好きな
物を自分で採り、おや
つや食事で頂く事もあ
ります。食欲が増し、
笑顔がこぼれます。又、
庭の木々に訪れる蝶の
産卵から羽化までを見
ることもでき、図鑑を
ひろげて会話が弾みま

す。
　パピールームで過
ごす一日が少しでも心
身共に安らぐ場である
事を願い、スタッフ一
同日々努力しておりま
す。
看護師　清水貴代
所在地 :611-0044

京都府宇治市伊勢田町

名木 1-1-235

TEL:0774-45-2876

浅妻医院パピールーム

　平成１１年１２月に
開設された病児保育室
は、２年後の４月に市
の委託事業となり、利
用料が大幅に値下が
り し ま し た。 又 医 療
機関併設型で隣が小児
科外来であるため、ド
クターが直ぐに対応で
き、保護者からは”安
心して利用できる”と
喜びの声が上がってい
ます。プレイルームが
１、隔離室が２部屋あ
り感染症の子どもも利
用する事ができます。
　常時３名の保育士が
待機し利用者が多い日
には、院内の保育室よ
り保育士が応援に駆け
つけるシステムをとっ
ています。

　保育士は、子どもの
症状を把握した上で、
回復期の子どもには、
年齢にあった手作りお
もちゃ制作等をして、
子どもが過ごしやすい
環境づくりに心掛け、
利用者にとってより良
い保育を目指し、日々
努力をしています。　

　保育士　中村朱美
所在地 :581-0072

大阪府八尾市久宝寺

３丁目 15-38

TEL:0729-25-9177

八尾徳州会総合病院病児保育室
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　これまで近畿ブロックに参加さ
せていただいていた三重県も、三
重ブロック学習交流会として初め
て県内の交流会をさせていただく
ことになりました。１０月２８日
日曜日の午後にもかかわらず、会
場が近くなった？（よいこ病児保
育室・・・三重県の南ですが・・・。）
ということと、経費削減のために
施設を使っての交流会とあって、
予想以上の２８名の参加者があり
ました。
　初めてなので、まず総会のよ
うな形で、これからの事務局運
営方法や会費のことについての

ておられたということであり、悩
むことは一緒なんだという仲間意
識も持てたことと思います。
　三重県は病児保育の歴史も浅
いのですが、ここ１、２年の間に
開設されるところが増えてきてい
ることは事実です。今回の反省を
元に、こういった小さい話し合い
が持てる場をこれからも大切にし
て、うまく軌道に乗せられるよう
がんばっていきたいと思います。
他ブロックの先輩方！ご鞭撻の
程、よろしくお願い申し上げます。

承認や、設立にあたっての経緯説
明をしました。その後１５名程度
で、２グループに分かれてのディ
スカッションを行いました。特に
テーマを決めず、皆さん思い思い
に語っていただきました。主に予
約の取り方、PR 活動、職種間の
連携方法など話題がつきることな
く、時間が足りないほどでした。
またテーマを決めなかったこと
も話がまとまらなかったひとつと
して、反省すべきところでしょう
か？しかし、２グループとも共通
の話題が多かったということは、
それだけ同じ悩みを皆さんが持っ

三重ブロックから
よいこ病児保育室

保育士　畑　晶子

　下記の日程で、「第１回熊本病
児フォーラム」が開催されます。
　病（後）児保育に関係する実務

者（小児科医師、保育士、看護師）
を対象として、くまもとではま
だよく浸透していない、「病（後）

児保育」をみんなで、いろいろ
な側面から考え、学ぼうというこ
とで、基調講演に全国病児保育協
議会会長の藤本保先生をお迎えし
て、開催いたします。
　実施施設の事例報告や、午後は
分科会として５つのワークショッ
プを予定しています。

熊本ブロックから
第１回　熊本病児フォーラム開催のお知らせ

みるく病児保育室

●日　時　平成１６年３月７日（日）
●場　所　熊本県民交流館　パレア
●参加費　２０００円（資料代として）
　　　　　事前申込が必要です。

●基調講演
　全国病児保育協議会会長　藤本　保先生
●実施施設事例報告
　医院機関併設型
　　病児保育施設レインボールーム（玉名市）
　保育園併設型
　　あおぞら病後児保育室　さくらんぼ（横浜市）
　乳児院併設型
　　すみれこどもケアルーム（大阪市）
　　慈愛園乳児ホーム　エーネホーム（熊本市）
　単独型

　　ＮＰＯ法人チャイルドケアサポート　みるく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熊本市）

（午　後）
①保育士のための看護知識
　大分こども病院　大井　洋子看護部長
②看護師のための保育知識
　すみれこどもケアルーム　小田　文江保育士
③行政とのパートナーシップ
　レインボールーム　前田　利為先生
④藤本先生による何でも相談
　大分こども病院　藤本　保先生
⑤医師から見た保育園
　あおぞら病後児保育施設　井崎　和夫先生

お問い合わせ
　みるく病児保育室　０９６－３２０－５１６７

－第１回　熊本病児フォーラム開催要項－
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中国ブロックから
ますだ小児科病児保育室「ばんび」

医師　増田　宏

　１１月８日（土）、９日（日）
に第１回中国５県保育団体合同研
究集会が広島で開催されました。
　９日の「病児保育」分科会には、
島根県を除く４県から１１の病児
保育施設と病児保育に関心のある
保育士、看護師、医師などが４４
名参加しました。
　午前中は、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か
ら施設紹介と話題提供がありまし
た。
　午後からは、参加者のアンケー
トを中心に、まず、病児保育室に
関心のある保護者、保育士からの

「病児保育室とはどんなところか」、
「病児保育室を設立するために」
という話題についての意見が交換
されました。次に、病児保育室の

スタッフからの「予約、キャンセ
ルの問題」、「繁忙期のスタッフの
確保」「感染対策」についての悩み、
工夫について活発な議論が行われ
ました。
　最後に、助言者の岡山の青木佳
之先生に問題点をまとめていただ
き、また来年岡山で第２回の中国
ブロック会行うことを約束して閉
会しました。
　中国ブロックでは初めての病児
保育施設の集まりでしたが、多く
の施設からの参加があり有意義な
交流ができました。来年もさらに
多くの施設からの参加をお待ちし
ます。

257 ◆相模原市病後児保育センター“ぽっかぽか”
理事長　松岡　俊彦
〒 229-0006
神奈川県相模原市淵野辺 1-16-5
TEL:042-752-2123  FAX:042-776-6423

258 ◆こあら
施設管理者　菊陽町社会福祉協議会
〒 869-1101
熊本県菊池郡菊陽町津久礼 3951-4
菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター内
TEL:096-337-6830  FAX:096-337-6831

259 ◆橋本こどもクリニック
院　長　橋本　裕美
〒 567-0018
大阪府茨木市太田 3-21-17
TEL:072-631-9115  FAX:072-631-8989

260 ◆（社）太田原保育園
施設長　高山　美穂
〒 880-1101
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 271
TEL:0985-75-6778  FAX:0985-75-9661

261 ◆湯沢乳幼児健康支援センター
園　長　岸　登　
〒 012-0032
秋田県湯沢市元清水 2-3-26
TEL:0183-72-2728  FAX:0183-72-2730

262 ◆おおた小児科･循環器科
           病後児保育室 ミルキー
院　長　太田　文夫
〒 261-0012
千葉県千葉市美浜区磯辺 4-15-3
TEL:043-303-1715  FAX:043-303-1715

263 ◆北海道社会保険
           こどもデイサービスセンター
院　長　岸　不盡彌
〒 062-8618
北海道札幌市豊平区中の島 1 条 8 丁目 3 番 18 号
TEL:011-831-5151  FAX:011-821-3851

264 ◆鈴の木こどもクリニック病児保育準備室
クリニック長　鈴木　博
〒 142-0041
東京都品川区戸越 1-3-1　サンハイツ 1F
TEL:03-3786-0318  FAX:03-5751-8268

265 ◆メリーポピンズ
代　表　高堀　愛香
〒 351-0022
埼玉県朝霞市東弁財 1-4-7
TEL:048-487-4108  FAX:048-474-6131

266 ◆病児保育ルーム　アリエル
ルーム長　野中　淳子
〒 145-0071
東京都大田区田園調布 2-62-5
東急スクエアーガーデンサイト南館
TEL:03-3721-7676  FAX:03-3721-1201

―新規加入の全国病児保育協議会施設―
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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

　ウイルス性胃腸炎

　ウイルス性胃腸炎は秋から春に
かけて流行することが多く、種類
は様々ですがいずれもかなりの感
染力を持ちます。秋から冬にかけ
て多いのは最近呼び名の変わった
ノロウイルス（小型球形ウイルス、
ＳＲＳＶ、ノーウォークなどと呼
ばれたウイルスです）が、全年令
を通じて罹患します。食中毒の原
因ウイルスとしても有名です。冬
から春にかけて流行するのがロタ
ウイルスです。
　このウイルスは低年齢に罹患し
症状が長く強いことが特徴です。
感染経路は殆どが糞口（便や吐物
にふれてそれが口に入っていく）
感染ですが、どちらのロタウイル
スも生存力が強いために、乾燥し
て空気中に浮遊し、それからでも
感染することから、消毒や手洗い

などだけでなく付着したものを速
やかに取り除く注意が必要です。
具体的には付着したタオル・シー
ツ・布団や衣服はすぐに別に洗っ
て消毒することです。
　胃腸炎の子どもが入室した場合
は、隔離の必要性の要否をよく確
認すること、子どもの脱水のサイ
ンを見逃さない、水分補給を十分
にすることがとても大切です。急
性期は機嫌も悪く遊びどころか
ぐったりで水分補給がままならな
いこともよく経験します。
　嘔吐が治まれば少量ずつの水分
を頻回に与えることがこつとなり
ます。具体的にはイオン飲料（注：
ポカリスエットなどのスポーツ飲
料はイオン飲料ではありません）
を数十ＣＣづつ１５～２０分お
きにが急性期の水分補給の仕方で
す。
　少し改善してきていての入室で

も食べ物よりも意識して汁物を多
くを徹底すること、たべられれば
炭水化物を中心に、繊維質の少な
い野菜、良質の油分の少ないタン
パク質などを与えます。食欲がな
ければ食べさせなくていいので水
分を優先するようにしましょう。
　そのようなお子さんが入室して
いるときの保育はかなり難しいプ
ログラムとなることでしょう。隔
離室で機嫌が悪いとなると、看護
面での注意やケアが重要で楽しい
経験を与えることはなかなか困難
です。つらいときについてくれる
人がいてくれるだけでも子どもは
安らぎますし、ちゃんと味方がい
たことを将来になって記憶してく
れることと思います。
　病児保育室の保育士さんは、こ
こで子どもたちの強力な味方と
なってくれることでしょう。

手 づ く り お や つ ５ 大分こども病院
キッズケアルーム

野菜を使ったおやつ

【野菜プリッツ】

★材料（4 人分）

バター 20 ｇ　
　　　　小麦粉　　　　　　100 ｇ
　　　　パセリみじん切り　大さじ 2
　　　　人参すりおろし　　1/2 本
　　　　　（さっとゆで、水気を切る）　
　　　　すりごま（白）　　  大さじ 1（10 ｇ）
　　　　水　　　　　　　　大さじ 1 ～ 1.5
★作り方

①バターは、電子レンジに 20 秒ほどかけて溶かす。
②ボウルに①のバターと（Ａ）を順番に加え練るよう
　にして混ぜ合わせる。
③めん棒で、②の生地を 2mm ほどの厚さに平にのば
　し、ステック状に切る。
④オーブントースターの受け皿にサラダ油（分量外）
　を薄くひき、③を間をあけて並べ、10 分ほど焼く。
☆１人当たり

熱量 132kcal　タンパク質 2.4 ｇ　塩分 0.1 ｇ
【大学いも】

★材料（4 人分）

さつまいも 50 ｇ　油 6 ｇ　ごま小さじ 1（3 ｇ）

砂糖 5 ｇ
★作り方

①さつまいもは、一口大に切り、水に 1 ～ 2 分さらし
　て水気を拭く。
② 170 度の油で串がすっと通るまであげる。
③砂糖と水レモン汁を煮詰め、さつまいもをからめる。
④黒ごまも混ぜる。
☆１人当たり

熱量 123kcal　タンパク質 1.2 ｇ　塩分 0 ｇ

栄養士　木崎　知津子

染 症 情 報感

手に持って
食べられるか
ら、うれしい

今が旬の
さつま芋を
使って・・・

（Ａ）



全国病児保育協議会ニュース　２００４年（平成１６年）２月２５日第３０号

（７）

　昨年末、厚生労働省で行われた
「健やか親子２１」推進協議会総
会に参加団体７５団体の一つであ
る全国病児保育協議会の常任協議
委員として総会に出席させていた
だきましたので報告させていただ
きます。
　開催日：平成１５年１２月４日
　　　於：厚生労働省中央合同庁
　　　　　舎５号館
　総会参加団体：５９団体

〈総会の内容〉
・ 「健やか親子２１」が掲げる
   ４つの課題別推進協議会活動
   報告
・次世代育成推進法に関する取
   り組みについての情報提供、
   行政説明

　　　　　　
　次世代育成支援対策推進法が取
り組んでいる４つの課題
課題１「思春期の保健対策の強化
と健康教育の推進」
課題２「妊娠・出産に関する安
全性と快適さの確保と不妊への支
援」
課題３「小児保健医療水準を維持・
向上させるための環境整備」
課題４「子どもの心の安らかな発
達と促進と育児不安の軽減」
　
　私たちの行っている「乳幼児健
康支援一時預かり事業」はこれら
のうち、３と４の課題を重複して

担っていく役割があると言うこと
を確認しました。具体的な例をあ
げると以下のような課題がありま
す。

〈基本的な施策から抜粋〉
○すべての働きながら子どもを育
てている人のために
　・仕事と子育ての両立の推進
○子育てしているすべての家庭の
ために

・地域の様々な子育て支援サー
   ビスの充実とネットワークづ
   くり等の推進

　・小児医療、母子家庭等の自立
　　支援
○次世代を育む親となるために
　・子どもの生きる力の育成と子
　　育てに関する理解の促進
　・子どもの健康と安心・安全の
　　確保

　今後、育児休業・介護休暇の保
障を促進するために奨励金として
行政から企業に還元されるように
なることを考えると、私たちの行
っている病児保育事業は単に「就
労を保障するサービス事業」と
いう意識に留まっているのでは将
来はないような危機感を覚えまし
た。
　今回の総会に出席し、私たちは
協議会の理念に全うすべく専門職
集団による保育看護の力量を駆使

し、子どもの健やかな成長発達を
願い、健康の維持増進と同時に親
子の愛着形成を促す手助けができ
るような事業展開が必要であると
実感しました。

　病気のときの専門職者による
育児支援システムは、それこそ健
康なとき以上にひとりひとりの子
どもの人権を尊厳し、家族と一緒
になって温かい育児環境を築くこ
とにより人格形成されていく子ど
もに影響を与えられると思うので
す。　次世代育成対策推進事業の
一端を担う「乳幼児健康支援一時
預かり事業」制度に還元していく
ためには、私たちの更なる努力が
必要です。そのためには、病児・
病後児保育が他の頑張っている事
業や団体に認められ、一緒に連携
しながらこの事業に取り組んでい
くことが望まれます。
　子どもたちが安心して過ごせる
１対１または１対２の保育看護。
日々の保育看護の実績から、私た
ちはこの体制により子どもとの信
頼関係を短時間で築きあげられる
ことを知っています。これからも
親子共に心も体も健やかに成長す
ることを応援していけるようみん
なで力を合わせて頑張っていきた
いと私は願っています。

267 ◆ YAMAUCHI KID'S DAYCARE ＲＯＯＭ
院　長　山内　英子
〒 615-8196
京都府京都市西京区川島尻堀町 41-1
TEL:075-392-4768  FAX:075-392-4768

268 ◆かわぐち小児科病児保育所
院　長　川口　健二
〒 889-1607
宮崎県宮崎郡清武町加納 3-25-1
TEL:0985-84-3205  FAX:0985-84-3205

269 ◆ NPO 法人チャイルドケアサポートみるく
理事長　陳　貞恵
〒 861-4131
熊本県熊本市薄場 3-11-38
TEL:096-320-5166  FAX:096-320-5167

270 ◆羽村たつの子保育園　病後児保育たんぽぽ
園　長　武田　美代子
〒 205-0011
東京都羽村市五ノ神 2-6-20
TEL:042-555-3791  FAX:042-555-3804

「健やか親子 21」推進協議会総会参加報告

病児保育室ことりの森　赤平　幸子

       ー次世代育成支援対策推進法への取り組みー

―新規加入の全国病児保育協議会施設―



「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
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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

―新規加入の全国病児保育協議会施設―
271 ◆（医）吉川医院病児保育室ティンカーベル
院　長　吉川　昇　
〒 634-0845
奈良県橿原市中曽司町 175
TEL:0744-22-0174  FAX:0744-22-0161

272 ◆こどもの森　阪手保育園
園長代理　森　章浩
〒 636-0247
奈良県磯城郡田原本町阪手 931-1
TEL:07443-4-1612  FAX:07443-2-3367

273 ◆井上小児科皮膚科
理事長　井上　亮　
〒 345-0045
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西 2-6-3

（医）夢の輪会
TEL:0480-33-8690  FAX:0480-33-8691

274 ◆原小児科
医　師　原　延好　
〒 655-0881
兵庫県神戸市垂水区種水町菅ノ口 650-2
TEL:078-752-6920  FAX:078-752-6920

これ以降の加盟施設は次号で　

第２９号の「施設紹介」コーナーで、「医療法人社団更
生会　村上記念病院　カンガルーハウス」の住所が誤っ
ていました。正しくは「愛媛県西条市大町７３９番地」
でした。関係各位のみなさまに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

好評販売中です


