
（1）第70号2013年（平成25年）７月１日 一般社団法人 全国病児保育協議会ニュース

　　　私と小鳥と鈴と　　　 金 子 みすゞ

　　　　 私が両手をひろげても、

　　　　 お空はちっとも飛べないが、

　　　　 飛べる小鳥は私のように、

　　　　 地面を速く走れない。

　　　　 私が体をゆすっても、

　　　　 きれいな音はでないけど、

　　　　 あの鳴る鈴は私のように、

　　　　 たくさんな唄は知らないよ。

　　　　 鈴と、小鳥と、それから私、

　　　　 みんなちがって、みんないい。

　金子みすゞの詩は小学校の国語の教科書に必ず

載っています。

　乳幼児には少し難しいですが、保育士さん達には

詩心として捉えて頂ければ、子ども達にも反映され

るのではと期待しています。

　研究大会プログラムの骨格は、基礎的研修とは別

に「感染症」「ワクチン」「アレルギー」「薬」など

に力を入れて構成しています。

　手作りの学会を心がけ、学会準備会も本番に向け

て定期的に開催しています。

　

　大勢のご参加をよろしくお願い致します。　

　

おいでませ！ 山口へ！
鈴　木　英太郎第23回全国病児保育研究大会 会頭

　このたび山口県宇部市で第 23回全国病児保育協

議会研究大会を開催する運びとなりましたことは、

関係各位のご配慮によるところで、大いに感謝して

おります。

　宇部市は、人口 17万人の地方工業都市です。炭

鉱の町から石油化学の町にうまく移行して現在に

至っています。病児保育は市内に 5箇所の小児科

診療所併設型があります。おそらく病児保育所の密

度は全国一と思われます。

　地方で研究大会が行われる機会ですので、山口県

に関して少しお伝えしておきましょう。

　山口県といえば、明治維新発祥の地として知られ

ています。その原動力となった学者吉田松陰が生ま

れ育った毛利藩の城下町・萩があります。外様大名

の毛利藩は、徳川幕府によって日本海側に閉じ込め

られたようです。吉田松陰先生は、教育においては

どのような生まれであっても分け隔てなく平等に扱

われました。幕末から明治にかけて、数多くの政治

家、学者を輩出した教育方針は、個々の才能を見抜

いて伸ばすこと、先生と生徒が同じ目線で議論した

こと、生徒から先生が学ぶことなど、今でも立派に

通用する教育理論を実践された方です。

　次に童謡詩人金子みすゞは日本海側に面した自然

豊かな仙崎で生まれ育っています。江戸時代に鯨を

仙崎湾に追い込み捕っていた漁港です。金子みすゞ

の鋭い感性は北原白秋などが絶賛しています。26

歳の若さで亡くなっていますが、500 編以上の詩

を残しています。

　
〒154－0002 東京都世田谷区下馬 3－22－13 いなみ小児科内
TEL.03－3421－4885　FAX.03－3411－4936

稲　見　 誠

一般社団法人 全国病児保育協議会ホームページ http：//www.byoujihoiku.net/

一般社団法人 全国病児保育協議会

第70号

山口大会直前特集号
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7月14日（日）
第１・２会場 第３会場 第４会場 第５会場 展示会場１ 展示会場２
（3F 国際会議場） （3F 301） （3F 302） （4F 401） （3F 万葉の間） （2F 弥生の間）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

日 程 表

9:20～12:20

基礎研修

「保育」
「看護」

「保育看護」

12:30～13:15
ランチョンセミナー1
中山　哲夫

13:30～　会長挨拶

13:45～14:15
行政説明

14:15～14:45
基調講演
帆足　英一

15:00～16:00
会頭講演

鈴木　英太郎

16:00～16:50
特別講演

なばた としたか

18:10～
懇親会

9:20～12:20
一般演題１

12:30～13:15
ランチョンセミナー2
寺田　喜平

17:00～18:00
調査研究委員会

インシデント管理委員会

9:20～12:20
一般演題２

12:30～13:15
ランチョンセミナー3
西岡　和恵

17:00～18:00
院内病児保育
について

17:00～18:00
ステップアップ

研修

12:30～13:15
ランチョンセミナー4
平野　玲史

13:30～15:00
感染症対策
委員会

企業展示

1）一般演題
　ポスター展示

2） 広報委員会
による企画
展示

9:15～　開会式

第23回 全国病児保育研究大会 in 山口
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7月15日（月･祝）
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 展示会場１ 展示会場２

（3F 国際会議場 西の間）（3F 国際会議場 東の間） （3F 301） （3F 302） （3F 万葉の間） （2F 弥生の間
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

9:00～10:20
セミナー１
澤田　敬

10:30～11:50
セミナー４
七木田　方美

12:00～12:45
ランチョンセミナー5
岡田　賢司

13:00～14:00
公開講座
清川　輝基

14:00～14:15 閉会式

9:00～10:20
セミナー２
太田　百合子

10:30～11:50
セミナー５
金原　洋治

12:00～12:45
ランチョンセミナー6
尾内　一信

9:00～10:20
セミナー３
木下　博子　
松本　康弘　
稲垣　美知代

12:00～12:45
ランチョンセミナー7
長谷川　俊史

13:00～14:00
病児保育専門士
認定委員会

9:00～10:20
施設長会議

10:30～11:50
代議員総会

12:30～14:00
保育園型
プロジェクト

企業展示

1）一般演題
　ポスター展示

2） 広報委員会
による企画
展示
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会 場 案 内 図

ANAクラウンプラザホテル宇部

１階

２階

WC

WC

WC
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カウンター

ポスター展示

「弥生の間」

展示会場２

EV EV
EVEV

EV

ロビー

ロビー

飛鳥の間
東

飛鳥の間
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エスカレーター

エスカレーター
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EV
EV

EV

EV

EV
EV EV
EV
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３階

４階

WC

クローク

お土産販売コーナー
書籍展示②

書籍展示①

ランチョンセミナー
整理券配布場所

国際会議場

（東）

407

406

405

404

（西）

会議室
302

第４会場

第２会場 第１会場

会議室
301

会議室
401

第３会場

第５会場

松の間 竹の間
梅
の
間 

東

梅
の
間 

西

EV
EV
EV

エスカレーター

EV

EV
EV EV
EV

企業展示

「万葉の間」

展示会場１

WC
EV
EV
EV

EV

EV
EV EV
EV

PC受付

座長･演者受付

総合受付

大会本部 講師控室
講師控室

講師控室

講師控室
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JR山陽新幹線

宇部駅

宇部新川駅

宇部中央バス停

至下関

至下関 至防府

宇部興産㈱本社

宇部市役所

国道190号線

国道2号線

新山口駅

至中国自動車道小郡 I.C

山口大学
医学部

真締川

JR宇部線 常盤公園
山
口
宇
部
空
港

山
口
宇
部
道
路

宇
部
・
秋
芳
線

72カントリー
クラブ

ANAクラウンプラザホテル宇部

宇部
I.C

宇部
JCT

会場

山口南
I.C

交 通 案 内 図

■シャトルバス時刻表

７月14日（日）
JR新山口駅発 　８：００ 　８：４５ 　９：３０ １０：１５ １１：００ １１：４５

７月15日（月）
会 場 発 １３：００ １４：３０

JR新山口駅発は新幹線口からの出発となります。
新山口駅～会場の片道所要時間　約３５分

■会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部【国際会議場･万葉の間･他会議室】
　　　　　　　　　 住　所：〒755－8588　山口県宇部市相生町8－1
　　　　　　　　　 ＴＥＬ：0836－22－1112

●東京から　飛行機で（山口宇部空港）　 1時間30分
　山口宇部空港より車で10分
●大阪から　新幹線で（新山口駅）　　　 2時間40分
●博多から　新幹線で（新山口駅）　　　 1時間
　 JR新山口駅より車で30分または、特急バス「白鳥号」で
　40分、宇部中央バス停下車、徒歩1分
●JR宇部新川駅より徒歩5分
●山陽自動車道　宇部下関線　宇部I.Cより10分

交
通
の
ご
案
内
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　　研究大会参加で行くので、ゆっくり観光や食事をしている時
間はなさそうですが…空港や新幹線 ｢新山口駅｣ で売っている
お土産、また、美味しいお勧めのお土産は何だろう…というこ
とで、食いしん坊Nがリサーチしてみました。

◎宇部蒲鉾…宇部は、海産物の中でも蒲鉾が有名です。宇部かま・
大和蒲鉾・白銀本舗、岡虎などなど、有名なお店が目白押し !
私的には、宇部かまさんの、｢極上ちくわ｣ を、是非、丸かじ
りしてみたい ! !

◎ふく製品…山口と言えば、ふぐも有名ですよね。ふぐの一夜干
し・ふぐ茶漬け、ふぐの塩辛なども空港などで買える様です。

◎日本酒…酒好きにはたまらない、お酒があると聞きつけました !
調べてみたら山本家酒造の「貴」「男山」というお酒らしい。中々、珍しいお酒らしく、県外での販売
は少ないとか。是非、お酒好きの方は、蒲鉾をつまみに一杯 !

◎利休饅頭…鈴木小児科のスタッフＭさんに「お勧めのお土産は?」と聞いて一番に出てきたのが「利休
饅頭」でした。茶聖千利休にちなんだお茶請けの和菓子だそうで、一般には皮に黒砂糖を用い、中に餡
の入った比較的小さい蒸し菓子みたい ! 是非、ご賞味ください。

　なお、学会当日は会場内に「実行委員会おすすめ！お土産販売コーナー」を特設されるそうです。そち
らもぜひお楽しみに♪

　広報委員会「face byoujihoiku（フェイス病児保育）」、続々届いております。封を開けて笑ってしま
うものも！子どもたちの笑顔！スタッフの喜び！嬉しいこと、楽しいこと、大変なこと、ガンバッタこと、
病児保育の “今 ”を全国のみんなと分かち合いませんか！広報委員会では各施設からの保育室の様子を写
真とコメントで大募集 !!「いいね！」が一番多い投稿は？皆さん、是非、広報の部屋までご持参ください !

フェイス病児保育に関する
お問い合わせ先

お ま け

病児保育室こひつじ （担当：岸本）
TEL 096－351－8825　FAX 096－351－8830

広報の部屋 in山口

永 野 和 子広報委員長

当日受付
致します

インシデント管理システム
『mims』の体験ができます ! !
大会当日に、管理工学研究所によるインシデントシステ
ムの mims の体験ができます。「mims って何 ?」｢興味
はあるけど、どうやって使うの ?｣「どんなことができ
るの」「難しくない ??」などなどの、質問疑問にお答え
いただけます。ちよっと、のぞいてみませんか？
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協議会ニュースに関するお問い合わせ先

一般社団法人 全国病児保育協議会 広報委員会
担当：みるく病児保育室 永 野 和 子

〒860－0056 熊本市西区新土河原２丁目８－34
TEL.096－351－8825　FAX.096－351－8830

E-mail：npomilk2@cream.plala.or.jp

いよいよ、宇部での「全国研修大会」が目前に迫って参
りました！この前、神奈川での大会直前号を出したと思っ
たのに、あっという間の一年でした。そして、今号は「70
号」とキリのいいラッキーナンバー ! ?大会の成功を心よ
り願っております ! 当日は、ぜひ、このコンパクトな大会
直前号を会場にお持ちください。お役にたてることと思
います。　　　　　　　　　 （広報委員長　永野　和子）

『初めてや、慣れないお子さんにも人気の
おもちゃを教えてください』（看護師）

Question

◎複数の方からの返答がありましたのが「アンパンマンのお
もちゃ」でした。
◎アンパンマンが付いていて、更にメロディーがなるものは１～
２歳児さんに好評！とのこと。泣き止むのが早い、取り合いに
なるほど人気、見せると落ち着く、等々、効果は絶大なようです。

他にも、しまじろうの人形、サイレンが鳴る車のおもちゃ、など。
◎保育者のひざに座って、絵本の読み聞かせをしていると、
安心するようです、とのご返答もいただきました。皆さん、
ぜひ参考にされてくださいね！

　ご返答いただいた施設の皆さん、ありがとうございました！！

Answer

「みんなに聞きたい！」コーナーでは、皆さんからのご質
問、ご意見を募集しています。日々の保育看護でのちょっ
とした疑問、質問など、どんどんお寄せ下さいね！お待
ちしています。

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

増築などで、お部屋を増やした場合など、廊下だけは共通、通常のお部屋を通って入室、など、いろいろなパター
ンが考えられますね。そんな制約を受ける施設でも、感染予防のためにされている工夫などがあれば、あわせて
御返答いただけると、参考になります！

次回の
Question

『皆さんの施設では、感染症の子の部屋に行くまでの道のり（廊下など）はすべて別々になされていますか？』（保育士）

　当施設は、大阪府南部に位置し府内では最も南の病児保育室です。平成 22 年６月にクリニックから
100ｍほど離れた民家を購入し、クローゼットや床の間をトイレに改装するなどして開室しました。保育
室は全部で４部屋あり、うち２部屋には隔離が必要な時は共有玄関を通らずに入室できるよう外階段をつ
けました。
　同年 10月から市の委託を受けており、一般利用として近隣の病児保育室がない市町からの受け入れも
おこなっています。
　普通のお家のような雰囲気と、子育ての経験のあるスタッフによる保育が自慢です。

加盟施設紹介加盟施設紹介
施 設 名 川﨑こどもクリニック 病児保育室「リトルスター」
所 在 地 〒 597－0102 大阪府貝塚市木積609-10

TEL：072-446-0415
http：http://www.kawasaki-kc.jp

記入者名 川﨑康寛

開 設 日 平成22年６月15日

定　  員 ４人

スタッフ 医師１名　看護師４名（クリニックと併任）  保育士４名　計９名

加盟施設紹介

お詫び：ニュース69号 3ｐ 加盟施設紹介　所在地　（誤）大阪府門真市末広町18－19　（正）岐阜市寺田7－86
関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
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