
全国病児保育協議会ニュース2011年（平成23年）５月１日 （1）第60号

　

2011年 （平成23年）５月１日

第60号

厚生労働省訪問報告
池  田  奈緒子全国病児保育協議会副会長

エンゼル多摩　施設長

被災されたみなさまへ

　新入園児、進級園児、それぞれ新しいクラスにも慣

れ、いよいよ本格的に遊びが展開し始める時期となり

ましたが、それと同時に張りつめていた力が抜けて体

調を壊しやすくなり、病児保育のご利用が増えてくる

5月となりました。各施設でも、新規登録や初めての

ご利用など、新年度らしい雰囲気の中でのお預かりの

ことと思います。同時に、７月の研究大会も早２か月

後になり、皆様楽しみなことと存じます。

厚生労働省訪問

　3月 3日（木）に、この全国大会でのご講演をお願

いすべく、会長副会長で厚生労働省保育課を訪問して

きました。年度替わり前でもあり、どなたがいらして

下さるかはまだわからないとのことでしたが、ご講演

をご快諾いただきました。その際、今回の訪問目的で

はなかったのですが、いくつかお話をいただきました

ので、簡単にご報告させていただきます。

　まず、その時点では、まだ病児保育に特化した議論

はされておらず、多様なシステムの中の 1例として新

システムに位置付けることだけが分かっているとのこ

とでした。全国の保育園の質の改善を目的として、配

置基準等どのような改善内容が考えられるか検討して

いくが、特に病児保育の利用者数が見えない中で、給

与体系、公費負担、給付率・保護者負担率等、具体的

な指針もなく、まだ病児に特化しての議論はされてい

ない現状だそうです。

　また、派遣やファミリーサポートセンターでの実施

については、病児対応と同等の医療との連携を要件と

し、看護師は保育の・保育士

は看護の研修後の職員配置を

必要とすることと、実施主体

は問わないが市町村が認可することにより一定の質

の担保を取る形で認める方向とのことでした。

　さらに、現在対象児童が 10歳以下になっているこ

と等に関しては、自治体レベルでの基準であり、国

基準ではないとの説明でした。国基準としては、職

員配置・施設規模等についてハンドブックに載って

いないものは許可しないが、その他の年齢制限・保

育園児に限る・広域入所の基準等に関しては、関与

していないとのことでした。

　今現在は、必要研修時間等の基準を提示するとこ

ろまでは議論が届いていないが、研修の実施を促す

方向ではあること、また今後、病児保育、病後児保育、

派遣型病児保育が効率よく連動していかれたらいい

のではないか、と締めくくられました。

健やか親子21推進協議会総会出席

　2月 25 日（金）、同じく厚生労働省で開催されま

した第 10回健やか親子 21推進協議会総会にも出席

して参りました。51団体で始まったこの協議会も現

在では 88 団体が加盟し、昨年 3月当初計画期間の

10年を経ましたが、更に 5年延長され平成 26年ま

で引き続き活動を行っていくとのことでした。

　大分大会では、1日目の 7月 23 日に 40分間の行

政説明が設けられています。皆様とともに、是非ま

た貴重なお話を伺いたいと思っております。

　3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、各地で甚大な被害をもたらしました。また、その影響により関東地方
でも電力不足などで日常生活に影響がでております。被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　　2011 年 3月 15日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  全国病児保育協議会会長　木 野  　稔
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震 災 施 設 の 声

灯
ともしび

は消えない 佐久間内科小児科医院　佐久間 秀 人

　こちらの病児保育室は、開設してもうすぐ丸２年と
なります。当初は、思ったほどの需要がなく、この地
域に病児保育は必要とされないのではないかと思った
ものです。徐々に依頼が増え始め、このところは週に
１～２人のペース、といったところでしょうか。
　医院併設型のスタイルを取ってはおりますが、当院
では経営には一切関与しておりません。診療所二階の
自宅スペースの一部を、NPO子育てファミリーサポー
トセンター「こころ」にお貸ししているのみです（無
償）。育児申し込み、スタッフの手配等、すべて「こころ」
の責任者が独自で行っております。
　今回の3.11大地震では、お預かりしているお子さん
はいらっしゃいませんでした。壁にひびが入ったりと、
それなりの被害はあったものの、幸いにして停電も断
水もなく、診療もほぼ通常通りに続けさせていただい
ております。病児保育も、地震後数日間のガソリン不
足の時期にはどうにも動きようがなかったようですが、
現在は以前同様に復活しております。とはいえ、依頼
は確実に減っております。
　当地域は福島県中央部に位置し、福島第一原発とは
50km以上離れた距離にあります。直接的放射能被害は

ないものの、放射能汚染が懸念されており、乳幼児を
抱えるご家庭は県外に避難された方が多くいらっしゃ
います。育児スタッフさえ避難されている方がおられ
るとのことで、深刻な人手不足に見舞われております。
地震による直接的被害はほとんどなく（もちろん津波
は全くなし）、見た目は以前同様の生活が戻っているか
のようではありますが、このような形での、まさしく「目
に見えない」二次的災害に苦しんでいるのが現状です。
　放射能障害は、もちろん回避すべき問題であり、一
刻も早くの原発の終息を望みます。それ以上に、放射
能に対する過度の恐怖心も取り払われるべき課題と感
じております。文句ばかり申していても、仕方ないの
ですが…。困っている人がいるのならば、なんとかし
たい。この発想からスタートした当院の病児保育室で
す。このようなことでせっかく灯り出した火を消した
くはありません。
　「こころ」のみなさまとともに、力の続く限りがんばっ
ていく所存です。

佐久間内科小児科医院ホームページ
http://sakuma1960.byoinnavi.jp/pc/

◎青森県八戸市
　明星保育園 病後児保育室  「プーさんルーム」

　平成23年４月21日の午後２時30分頃、総務（以下
S）より看護師の田中みちるさん（以下T）に電話でイ
ンタビューをお願いしたところ、快くお答えいただき
ました。

S地震当日はずいぶん揺れたと思いますが、どのような
状況でしたか。

T保育室は保育園との別棟の２階建てに１階部分にあ
り、震度５、５分間程揺れていたので、とても長く
感じました。

S建物などに被害はありましたか。
Tお部屋のテレビが倒れてきました。その他は特に壊
れたものなどはありません。

S当日、何人利用していて、子どもたちや職員の方はど
うされていましたか。

T利用は１名でした。寝ていたので特に混乱はありま
せんでした。職員も私ひとりで、揺れがなかなか止
まらないので、保育園児が園庭に避難し始めたので、
一緒に園庭に出ました。

S保護者への連絡、お迎えの要請などはされましたか。
T電話が全くつながらなくなりました。そして停電。

３時前に地震があったのですが、お母さんが３時半
にお迎えにきてくれました。

S田中さんは無事帰宅できたんですか。
T保育園と一緒に行動していました。園が崖の上にあ
るため、防災マニュアル通り、園児と駐車場に避難
しました。その後は５時ごろまで残っていた園児20
名と、自家発電のある他園に避難しました。

S地震以後の休室、再開はいつごろからでしたか。
T２～３日の停電、給水が使えないので給食が出ませ
ん。４日目に電気がつながって再開しましたがその
後12日間は予約が入りませんでした

S大変な経験をされた施設から、防災についてのアドバ
イスなどをいただけますか。

Tテレビが倒れたので、地震後設置の改善をしました。
電話がつながらない時のため、予約や休室の連絡を
考えると、電池式または車内で使える携帯電話の充
電器が必要です。乾電池、使い捨てカイロなども普
段の防災セットと一緒に準備しておけばよいと思い
ます。

　津波の被害はなく、現在はほぼ通常通り稼働され
ています。園長の沢口由加里先生、ご協力感謝いた
します。田中さん、ありがとうございました。
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加 盟 施 設 被 災 状 況

県 施 設 名 被　　　　　災　　　　　状　　　　　況

岩手県

Ａ 施 設
上から物が少し落ちてきた程度で建物に被害は無かった。職員、利用者ともけが人は無
かった。ガソリン不足が続いており、職場稼働率も低く、病児利用者が減っている。

Ｂ 施 設
内陸部のため特に大きな被害は無かった。先日の余震の方が、周辺の被害は大きかった
ようだ。ガソリン不足で仕事を休んでおられる方が多く、病児利用者が減ったが、新年
度に入り少し回復傾向にある。

Ｃ 施 設
外壁に少しヒビが入り、棚から食器などが落ちたりしたが、特に大きな被害は無かった。
けが人も出ていない。停電が３日ほど続いた。当初利用者が減ったが徐々に回復傾向に
ある。

Ｄ 施 設

内陸部のため特に大きな被害は無かったが、停電、断水が２日ほど続いた。ガソリン不
足で交通手段が無く、保護者が仕事を休んでいるので病児利用者は減っている。物資不
足でお弁当持参をお願いしている。小児科の受診率が上がってきており、病児利用者も
徐々に増えてきている。

Ｅ 施 設
内陸部のため特に被害は無かった。停電、断水が３～４日続いた程度。現在は平常通り。
ガソリン不足等の影響か、少し利用者が減っている。

Ｆ 施 設
新しい建物だったので、棚から少し物が落ちた程度で大きな被害は無かった。職員、利
用者ともけが人は無かった。１日半停電があった。余震もあったので１週間休園した。
翌週から通常通り開園している。物資不足で弁当持参をお願いしている。

宮城県 Ａ 施 設

棚から物が落ちるなどして、中はぐちゃぐちゃになったが、建物自体の損傷はなかった。
けが人も出ていない。大きな余震が続いている。これまで３回ほど、断続的に断水が起こっ
ている。地震後、数日間停電していたが、今は復旧している。ガソリン不足で職員も交
代で休んでいたが、10日ぐらい前からガソリンがようやく確保できるようになってきた。

秋田県

Ａ 施 設
建物に被害は無く、けが人も出ていない。当日、一斉に停電、断水となったが、翌日に
は復旧した。４月７日の余震が震度６弱で、停電となったため翌日は休園した。現在は
通常通り開園している。

Ｂ 施 設
震度４くらいで、建物にも被害はなくけが人も出ていない。２日間は停電、断水だった。
１日目だけ休室したが、その後は通常通り開室している。

Ｃ 施 設 被害は特に無い。１日だけ停電、断水があったがすぐに復旧し、その後は平常通りである。

Ｄ 施 設 被害は特に無い。余震で停電があり、半日休園した。現在は通常通り開園している。

Ｅ 施 設 被害は特に無い。１日目だけ停電したが断水は無かった。現在は通常通りである。

福島県

Ａ 施 設 被害は特に無い。全て平常通り。

Ｂ 施 設
被害は特に無かったが、断水したので、地震から１週間ほど電話対応だけをした。地震
の影響かどうかわからないが、利用者が少ない状況が続いている。原発から60kmほど離
れているので影響は無い。

Ｃ 施 設
外壁に少しヒビが入った。けが人はいない。停電、断水はないが、物資が若干不足している。
放射能の影響で、保育園では外遊びができない状況である。

Ｄ 施 設
被害は特に無い。放射能の影響で、保育園のほうでは外遊びができない状況である。埼
玉や新潟など遠方へ避難された方もいる。

全国病児保育協議会様 60号 新聞.indd   3 2011/05/17   10:17:59



全国病児保育協議会ニュース 2011年（平成23年）５月１日（4）第60号

井 口 優 子全国病児保育協議会 兵庫県支部長
井口小児科内科医院 病児保育室ぽっけ

藤 枝 俊 之

　この度、向田隆通先生の後任として愛媛支部長を仰

せつかりました藤枝俊之です。若輩者であり、皆様の

ご期待に添えるか甚だ疑問ですが、時代の変化に呼応

し、子ども・子育て家族の健康と幸福の一助となるよ

う頑張りたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。愛媛支部の会合は、平成22年6月22日(日)に

西条市立周桑病院で開催されました。その場で支部長

引き継ぎについて報告がされました。また、支部会運

営についての課題が議論され、今一度支部会設立の原

点に立ち返り、基本方針確認の上支部会運営を行って

いくことを申し合わせました。また、各病児保育室施

設運営に関し、設立当初は情熱をもって取り組んでも、

時がたつにつれ運営のマンネリ化をきたす恐れがある

ため、常に進歩し、モチベーションを高める努力を怠

らないよう注意しましょうという意見も出されました。

スタッフ勉強会では、病児保育カンガルーハウス看護

師 藤田キヨ子さんから『職場の人間関係をうまく作

る方法』と題し講演があり、コミュニケーションの理

論と技法について研修を行い、各施設参加者のフリー

トークでは、①バイタルサインについて②高熱につい

て③障害のある子どもの受け入れについて④手足口病

について　を主なテーマに議論がなされ、各施設が抱

える悩みや疑問について意見交換を行いました。主催

施設である西条市立周桑病院　ぽんぽこハウスさんの

施設を見学し、会を終了しました。この原稿執筆中に

東日本震災が発生しました。被災に遭われた皆様、ご

家族、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今後大きく日本が変わっていくのかもしれません。専

門家集団の保育と看護のあり方、 子どもの健康と幸福

を守るためのあらゆる世話とは何か、病児保育の社会

的役割について、改めて考え直す時期に来ているので

はないかと考える今日この頃です｡

愛媛県支部活動報告

　名ばかりの兵庫県の支部長をしています井口です。

病児保育室ぽっけを運営させていただいています。

　ぽっけは神戸市にあります。神戸市は医院併設型の

みしか許可しないという、兵庫県とは異なる独自の方

針を立て、現在８施設の病児保育室があります。

　最近の市の補助の変更もあり、ようやく赤字と黒字

の間の予算になってきた施設もあります。神戸市以外

では尼崎市、三木市、豊岡市などに新しい施設ができ

つつありますが、カンガルーネットの引き受け先が二

転三転したこともあり、神戸市との整合性がとれない

こともあいまって遅々として進まないのが現状です。

　今後は、社会福祉協議会が、中心となりすすめるよ

うなので少し力を入れようと思っています。

　今回の大震災をうけ、ぽっけの子供たちの手形を中

心にし、外来を訪れる子供や親がメッセージをかいた

パッチワークキルトの大作を石巻市に送りました。写

真がくればまた紹介しようと思います。防災計画の見

直しは今年のテーマです。

兵庫県支部活動報告

全国病児保育協議会 愛媛県支部長
ふじえだファミリークリニック

病後児保育室 エミリア
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池 田 琢 哉

　鹿児島県は43市町村、2009年度の調査では、人口

171万人、年少人口（15歳未満）23.5万人で年少人口

の割合は全国で11番目に多い県です。また、共稼ぎ世

帯は、2005年度の国勢調査によると72万世帯中19万

世帯で、一般世帯に対する割合では全国で11番目に少

ない県です。

　鹿児島県で把握している病児病後児保育施設は17施

設で、そのうち12施設が全国病児保育協議会に加入し

ています。鹿児島県支部の設立は2006年で、活動とし

ては年１回の総会、担当者交流会です。2010年度は、

鹿児島テレビ主催の「すこやかふれあいフェスティバ

ル」（２日間で２万８千人参加）に病児保育のブースを

出し、広く皆様に知っていただくとともに、県支部各

施設担当者の親睦を深めることもできました。今年も

参加予定です。

　鹿児島市における乳幼児健康支援一時預かり事業

（23年度から病児病後児保育事業）22年度の延べ利用

人数は、過去最高の5,646人でした。ますます病児保

育の需要の伸びを感じています。

　また、当施設はISO9001を取得しており、PDCA

（Plan.Do.Check.Action）サイクルによる業務実施、

内部監査を行っています。危機管理に非常に役立って

おり、県内の病児保育施設にも広がっていくことを

願っています。病児保育事業で困っていることは、ど

こも同じとは思いますが、感染性疾患の多さ、利用者

の季節変動、それに伴う保育士確保の難しさです。保

護者の要望を集約し、お互いの理解を得ながらのシス

テム作りが重要と考えます。

　子どもの発育を支援する立場から、子どもと親との

絆を大切に、今後も県支部の活動を通して、県全体の

病児病後児保育の質の向上を目指していきたいと思い

ます。

鹿児島県支部活動報告

　千葉県は、県内でも千葉市が政令指定都市で行政区
分が県と市で全くことなるため、千葉市支部と千葉県
支部を別個にたちあげ、千葉県支部はバンビーノの佐
藤好範先生がご担当されています。
　千葉市内には平成23年４月現在７か所の医療機関併
設型病児保育室があります。平成10年、ポピンズルー
ムが行政の補助を受けずに開設し、翌年千葉市のモデ
ル事業になりました。その後、１区に１施設ずつ増加、
現在では７か所となりました。千葉市の委託をうけて、
各医療機関がそれぞれ独自に運営しています。医療機
関の施設長は、みな千葉市小児科医会の会員でもあり、
各施設間の連携は良好に運営されています。
　年間利用者は、年によって多少異なりますが、千葉
市全体で3200人ほどです。
　千葉市の行政は、今後病児保育施設の数を増やす計
画をたてています。新施設がしっかりした補助が受け
られ、新規開設者が個人的に過度な負担を負わないよ
うに、既存施設が連携して行政と交渉しています。
　千葉市支部では、当初千葉市内の病児保育施設持ち

回りで施設見学会兼勉強会を
開催しておりましたが、平成
21年に主催した第19回全国病児保育協議会千葉大会
を機に、千葉県支部千葉市支部合同の研修会を毎年一
回行うようになりました。
　昨年度は臨床心理士さんの子育てについてのお話
と、小児科医による予防接種の話、スタッフ交流会、
などのプログラムでした。今年度の開催は震災により
中止になってしまいました。
　私が病児保育をはじめたきっかけは、一生懸命子育
てをしているお母さん、お父さん、保育所に通ってた
くましい乳幼児時代をすごしている子どもたちに、よ
り深く寄り添いたいという気持ちからでした。病児保
育施設は、どこも補助金の問題など問題山積で、苦し
いなかでの経営を強いられていますが、子どもに寄り
添える幸せは、何物にも代えがたいものがあると思っ
ています。
　初心をわすれず、明るく、たくましく、地域の子ど
もたちの支えになっていきたいです。

千葉県支部活動報告
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原 木 真 名全国病児保育協議会 千葉県支部長
まなこどもクリニック ポピンズルーム 院長

全国病児保育協議会 鹿児島県支部長
医療法人 童仁会 池田病院 理事長

チックタック童夢館 施設長
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究極の育児支援  病児保育のさらなる発展を目指して
～誰のために、何を求めて～

日　  時 2011年7月23・24日　12：30～（予定）
会　  場 iichiko総合文化センター

メイン会場：音の泉ホール
アトリウムプラザ・県民ギャラリー・映像小ホール・会議室

一般演題 今回はポスター発表のみといたします。
抄録（本文800字）
24日（日）午前中にポスター前での発表の時間を設けます。

特別講演 松井　猛 氏 野生猿で有名な高崎山自然動物園の元案内係で日本猿の研究家

教育講演 上野行良 先生 福岡県立大学人間社会学部および大学院人間社会学研究科教授

杉村太郎 氏 保育士。現在は児童養護施設勤務。
2004年から約３年半、カンボジアで「ゴミ集積所周辺に暮
らす家族のための生活向上支援プロジェクト」に従事。

懇 親 会 日時：2011年7月23日（土） 19:30開始（予定）
会場：大分全日空ホテルオアシスタワー 5階　孔雀の間

第21回 全国病児保育研究大会 in 大分
ご あ ん な い

参 加 費
〔
事
前
登
録
〕

会員医師　  　10,000円
非会員医師　  12,000円
研修医・学生　 3,000円

保育士・看護師など 　7,000円
保育士・看護師など 　9,000円

〔
当
日
参
加
〕

会員医師　  　12,000円
非会員医師　  15,000円
研修医・学生　 3,000円

保育士・看護師など　10,000円
保育士・看護師など　12,000円

参 加 費 5,000円

※ iichiko 総合文化センターと大分全日空ホテルは隣接した建物です。

－ 事前参加登録・宿泊お申し込み受付中です －

5月中旬受付開始予定です。事前申し込みのみとし、
当日受け付けは致しません。託児

応募は締切りましたが、遅れて演題提出をご希望の方は
メールでご相談ください。

Ｅ-mail：byouji-oita@oita-kodomo.jp

　東日本大震災の影響で大分大会参加申し込みウェブサイト開設が遅延し、皆様にはご迷惑をお
かけして申し訳ありませんでした。4月21日以降、以下のURLで参加登録そのほかのご案内をし
ております。どしどしお申し込みください。FAXでのお申し込みもお受けしています。皆様のお申
し込みを心よりお待ち申し上げます。

★注意★　ホームページアドレスが変わりました （ 旧：https → 新：http ）
URL：http : //mice.ntour.jp/ooita_byoji-2011/
（全国病児保育協議会ホームページからも大分大会サイトへリンクできます）

サイト開設遅延のお詫びとお知らせ

たくさんのご応募ありがとうございました！
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◎看護のポイントシリーズを作成し、それぞれの病気
の保護者に渡しています。

　保育室で行っていること、例えば水分摂取方法では、
年齢や体重に応じた水分必要量がある事、その時の
病状により飲めるものが変わってくるので、好きな
ものを取り揃えていろいろと試してみる、飴を舐め
ながらだと飲めることもある、好きなことに興味を
向けながら、スプーンやストローを使って飲ませて
みるなど、をお話しています。

　おしりのケアについては、オムツを選ぶこと、布オ

おうちでのケアのコツをお伝えする時に、工夫され
ていることはありますか？　　　（北海道 保育士）

ムツの人はこまめに変える、おしり拭きで拭くだけ
でなく、タオルで拭いたりする、乾いてからオムツ
をするなど伝えています。　　　　　（鳥取 看護師）

◎お話だけだとイメージが伝わりきらないので、保育
室で実際行って見せて（例えば飲ませている水分の
種類、1回に飲ませる量、下痢の時のおしりの拭き方、
など）具体的にわかりやすいようにしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道 看護師）

当施設（医院併設型病児保育室）では、
病気で入室していることを意識してもら
うため、パジャマ着用を約束にしていま
すが、皆さんの施設ではどのようにされ
ていますか？　　　　  （福岡　保育士）

Question

Answer

次回の
Question

日々の保育看護での悩みや他の施設ではどうしているの
かなどのご質問や質問に対するご意見をお待ちしていま
す！勤務地、職種をご記入の上、下記までご応募下さい。

郵便：〒080－0038 北海道帯広市西15条北４丁目2－7
FAX：0155－67－1141
E-mail：hinatabokko-kikitai@memoad.jp
　　　　　　　　　　　　「ひなたぼっこ」  常丸宛

入室中の服装はどうしていますか？

　保育室は４室あり、隔離室も完備しています。また、夜間は自動受付システムを導入し、24時間受付

が可能です。堺市初の病児保育室ということで、市内各地から利用していただき喜ばれています。

新規加盟施設紹介新規加盟施設紹介

施 設 名 医療法人麻陽会 きしぐちこどもクリニック
　　　　　　　 病後児保育室『ゆめぽけっと』

所 在 地 大阪府堺市南区高倉台４丁目21-1
TEL：072－295－1100　FAX：072－295－1101
http：www.asahikids.jp/

定　  員 ４人

開 設 日 2009年10月２日

記入者名 （理事長）岸口 文子

新規加盟施設紹介
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〔広報委員会総務〕
〒577－0802 大阪府東大阪市小阪本町1－11－3
　　 医療法人あおぞら会 ふじもとクリニック
　　　  病児保育室こひつじ  岸本 範子 宛
TEL：06－6730－5828　FAX：06－6730－5828
　　　  E-mail：kohituji@fujimoto-clinic.org

協議会ニュースに関するお問い合わせ先

〔全国病児保育協議会事務局〕
〒535－0022 大坂市旭区新森4－13－17
　　　　社会医療法人真美会 中野こども病院
TEL：06－6952－4778　FAX：06－6954－8621
　　　　　　　　　　　　　 担当：薮田・堀込
　　　　　http：//www.byoujihoiku.ne.jp

　今回から、全国の各都道府県支部長紹介が、スタートしました。支部制度がスタートし、県
単位での活動も広がりを見せています。
　各県での取り組みなどもご紹介できればと、思っております。　　　　　　　（神原雪子）

日　　時／平成23年６月４日（土）12：00～18：00
　　　　　　　　  ６月５日（日）　 9：00～13：00
会　　場／名桜大学 多目的ホール 等 
　　　　　　〒905－8585 沖縄県名護市為又1220－1
　　　　　　TEL（0980）51－1100

会　　頭／金城やすこ
当日参加／ ● 会員 6,000円　 ● 非会員 7,000円
　　　　　 ● 学生 3,000円（大学院生は除く）
　　　　　 ● 1日のみの参加 3,500円
懇 親 会／平成23年６月４日（土）18：00～20：00
会　　場／名桜大学学生食堂　
参 加 費／2,000円
　　　　◎沖縄の文化、食を堪能していただけるように準備しています。ぜひ、ご参加ください。

日本医療保育学会 第15回大会
学会テーマ「 子どもの未来をつなぐ ～医療保育のわ～」

　前号でお知らせいたしましたように、平成 23年度全国病児保育研究大会 in 大分 ( ７月 23・24日 ) に
おいて、｢ベストシヨット｣ を開催いたします。今回のニュースに、応募用紙を同封させていただきました
ので、是非ご一読いただき、応募いただければと思います。海の幸・山の幸満載の大分で、子どもたちの
ベストシヨットが並ぶのを楽しみにしております !よろしくお願いいたします。

応募締め切り
 6月20日（月）

広報の部屋 第21回 全国病児保育研究大会 in 大分

神 原 雪 子広報委員長

みるく病児保育室 （担当：永野）
TEL 096－351－8825　FAX 096－351－8830

ベストショットに関する
お問い合わせ先

「ベストシヨット」開催についてのお願い

全国病児保育協議会委嘱常任委員  庄司  順一  先生  が、去る 1月 17日、心疾患の
ため急逝されました。先生のご冥福を心よりお祈りいたします。

◎今回の『トツゲキご飯』コーナーはお休みさせていただきました。
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