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2014！ 夏！ 東京!!2014！ 夏！ 東京!!

　いよいよ第 24 回全国病児保育研究大会 in 東京
が目前となりました。何度も申しましたが 4年前
の東京大会で燃え尽きた私が、まさか、こんなに早
く再びこの会を引き受けることになるとは思っても
いませんでした。
　ご存知の通り東京は保育士・看護師会というもの
を実行委員会とは別に立ち上げています。彼女たち
のパワーは熱く、意識も高く、結局私たち実行委員
は彼女たちの手の平でうまく誘導されていた気がし
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ます。もちろん、それに値
する保育士・看護師会だっ
たからなのでは言うまでもありませんが。
　交流会に関しては、実は私たちもいまだに何をや
るか知りません。でも、実行委員からの熱いリクエ
ストに答えてダンスパフォーマンスだけは見せてく
れるそうです。
　2014 年の夏、東京で沢山の実りある会になりま
すよう皆さんも応援お願いします。

　東京ビックサイトにて、保育士・看護師会総勢約
20名が一丸となって踊りきったあの日から早４年
…「こんな機会もそうそうないだろう」と勢いだけ
で乗り切れたのに、そうそうないはずの機会が何故
かもう訪れてきました。気付けば再び保育士看護師
会が発足され、気付けば交流会を担当し、気付けば
今年もパフォーマンスを…そしてあっという間に大
会本番を迎えようとしています。
　前回大会までの交流会のアンケートを基に、どの
ような会にしたら参加者に楽しんでもらえるのか、
保育士看護師会で一から話し合ってきました。アン
ケートでもっとも多かったのは「他施設ともっと交
流したい」との意見でした。とは言っても、300名
近く集まる会での交流はなかなか難しいものです。
様々な意見を出し合いながら、時には煮詰まって次
回の会議に持ち越したり、やはり交流メインでは出
来ないと諦めかけたり…難航した結果、おもいきっ
て全員参加型のゲームをすることに決めました。実
はこの案は４年前の東京大会でも出ていましたが、
やはり難しいと判断して却下していた企画でもあり
ます。４年前の経験を経て、２度目だからこそ挑
戦しようと思えたのかもしれません。300名規模の
ゲームを企画した経験などもちろんなく、今は不安
ばかりですが、少しでも参加者同士の交流の後押し
が出来ればと願いながら精いっぱい頑張ります。皆

さんが熱戦を繰り広げられるような景品もご用意し
ています。どうぞ温かい目で見守りながら、当日は
積極的に参加して楽しんで頂けたらと思います。
　また、実行委員会の先生方の強いリクエストにお
応えして、今年もあのダンスチームが帰ってきます。
４年前の映像を見返してみると、皆さんからの熱い
声援が嬉しかったと同時に、今年はこんなに盛り上
がってくれるのかと前回にはなかったプレッシャー
も感じております。今回は会場が六本木ヒルズとい
うこともあり、周辺には魅力あふれる観光地も沢山
あります。それでも、もはや私たちも「東京大会の
名物！」と胸を張って、ヒルズにも負けないエンター
テイメントをお届けしたいと思います。
　前回同様ミッキーマウスなのか!?それとも今はやり
の○○ボンバーなのか!?いやいや、やっぱりアイドル
でしょ !?普段なかなか晴らすことが出来ない思いを
歌に乗せて、○○○になりきって、全力で踊ります！
当日まで想像を膨らま
せながら、ぜひ楽しみ
にしていて下さい。
　美味しいお食事とお
もてなしの心で、憧れ
の地☆六本木ヒルズに
て、沢山のご参加お待
ちしております。

第 24回全国病児保育研究大会 in 東京 会頭　

いなみ小児科  稲  見 　　誠

保育士・看護師会　ハグルーム　花  房 　　茜
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大ホール 小ホール 第1講習室 第2講習室 第4講習室 第1特別講習室 第3講習室

８階 １階 ５階 ５階 ５階 ４階 ５階

9:00
9:45

開会の言葉
ポスター貼りつけ ポスター貼りつけ

10:00
9:45～10:35
会頭講演

9:45～10:35
基礎研修①

12:00

14:00～14:40
基調講演

16:00

17:00
18:00

14:00

15:00

14:00～15:30
ステップアップ

研修

19:00

11:00
10:35～11:30
基礎研修②

13:00

9:45～11:15
WS①

9:45～11:15
WS②

9:45～11:15
WS③

11:15～12:45
WS④ 11:15～13:15

WS⑤

10:35～11:00
資格認定授与式

11:00～11:30
行政説明

11:15～13:15
WS⑥

ポスター展示

11:40～12:40
基礎研修③

ランチョンセミナー

19:00～
懇親会
グランド
ハイアット
（六本木）

15:45～17:00
公開講座

14:00～15:15
施設長会議

15:20～16:20
代議員総会

ポスター展示

７月２０日　大会１日目

14:45～15:45
教育講演

15:50～17:20
感染症委員会

11:40～12:40
特別講演

ランチョンセミナー

第24回 全国病児保育研究大会 in 東京 日程表  〔第１日目〕  平成26年７月20日（日）

　懇親会の最寄り駅「六本木」は、六本木ヒルズの
真下に到着しますので、暑さに負けず会場まで行け
ます!また大会当日にも六本木までの詳細な交通案内
をいたします。
　是非、夏の一夜、熱い街六本木でお過ごしください！

７月20日（日）－21日（月）

広報委員会「NAND EMO

ベストショット」は、６階

大会議室で開催いたします。
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大ホール 小ホール 第1講習室 第2講習室 第4講習室 第1特別講習室 第3講習室

８階 １階 ５階 ５階 ５階 ４階 ５階

9:00

10:00

11:00

13:00

14:00

14:30～14:40
次期会頭挨拶

16:00

７月２1日　大会2日目

10:45～12:15
教育講演

9:45～11:15
WS⑦

9:45～11:15
WS⑧

11:15～12:45
調研・

インシデント

ポスター撤去

ポスター展示

ポスター撤去

12:45～13:45
資格認定
委員会

11:15～13:15
WS⑨

9:45～11:30
一般演題

9:45～11:15
保育園PT

11:15～12:45
院内保育PT

ポスター展示

13:30～15:20
一般演題

15:00

12:00

12:15～13:30
ランチョン
セミナー

12:15～13:30
ランチョン
セミナー

13:30～14:30
教育講演

14:40～16:10
公開講座

　初めて保育士会が結成されたのは、4年前の東京
大会でした。大会の実行委員会とは別に現場の保育
士と看護師、事務職で構成され、大会の一年以上前
から活動が開始されました。
　当時は、大会運営にあたり自分が何をやるべきか、
何ができるのかが全くわからないまま手探りでの活
動でした。 慣れないインカムを耳に装着し、ビック
サイトという大きな会場で起きるトラブルに、走っ
て対応したこともありました。又、初めて経験する
座長やワークショップの主催など緊張感のある役目
や、懇親会でのダンス披露など終えてみれば多岐多
様な経験ばかりでした。
　大会運営の裏でいつもこのようなご苦労をされて
いる方がいらっしゃるとは、参加しているだけでは
なかなかわからない部分でもあります。さらに、普
段は病児保育室という小さな組織で仕事をしている
メンバーが大会を通して得たものは、きっとその後

第24回 全国病児保育研究大会 in 東京 日程表  〔第２日目〕  平成26年７月21日（月）

の業務にも活かされ一歩前進だったのではないかと
実感しました。
　「大変だったけど充実した日々だったなあ」と良
い思い出になりかけていたある日の事…「又東京に
決まったよ。」と聞かされ一同唖然。
　しかし、集まってみれば前回の経験がある分、意
見は活発で「保育士による保育士のための大会を！」
という意気込みが感じられる保育士会に成長してい
ます。ワークショップや懇親会に関しては保育士会
主動で検討させて頂いたり、全体のプログラム内容
にも現場の声として保育士会の意見を取り入れて頂
いた部分もあり、運営委員会の先生方には大変感謝
しています。
　まだまだ経験の少ないメンバーではありますが、
全国から参加される皆様が最後に「東京大会もよ
かったね」と言っていただけるよう、力を尽くして
臨みたいと思います。

練馬区医師会病児保育センターぱるむ光が丘
保育士・看護師会代表　江　頭　則　子
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一般社団法人 全国病児保育協議会ニュース（4）第74号 2014年（平成26年）６月10日

　『NANDEMOベストショット』募集中 !! 送っていただいた作品の中から、今回は
抽選で JCBギフトカード3,000 円分を５施設にプレゼントします。赤ちゃんの頃
から成長した姿、カメラに向かったかわいいポーズなど思わず微笑んでしまう作品が
届いています。７月15日（火）まで期間を延長して募集します！全国のベストショッ
トをどしどし送ってください。お待ちしています。

応募締め切り
 7月15日（火）

広報の部屋 第24回 全国病児保育研究大会 in 東京

お問い合せ先

「NANDEMO ベストシヨット」募集締め切り延長しました！

　今号は、東京大会の実行委員会、そして保育士・看護師会
の熱い、熱い思いが込められた大会内容をお知らする特集号
となりました。真夏日の続く東京ですが、品川と六本木は、
大会の2日間、地域的にさらに熱くなる予報がでることで
しょう。子どもと家族の幸せのために、病児・病後児保育の
さらなる発展のために東京に集いましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （広報委員長  宮﨑）

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：宮　﨑　　 豊

〒194－8610 東京都町田市玉川学園 6－1－1
玉川大学 教育学部 宮﨑研究室
FAX.042－739－8030

E-mail：miyayuta@edu．tamagawa.ac.jp

病児保育室 こひつじ （担当：岸本）　FAX 06－6730－5828
　　　　　 み る く （担当：永野）　FAX 096－351－8830

送  付  先
※ 所定のシートでご応募ください。

病児保育室 こひつじ （担当：岸本）　〒577－0802 東大阪市小阪本町１－11－３

　毎回、大会時に押印していました修了証がリニューアルしました。
　今回から5回ごとに色も変わりますので、是非皆さん事務局コーナー
までお越しください。もちろん、以前のカードも今まで通り使用でき
ます。
　　　　　 　 ※スタンプ押印は本人持参のみとしますのでご了承願います。

～ 研修会修了証が変わります!! ～

　『お楽しみ !』と言えば、お土産ですよね。今回の全国研修会
は「東京 !」しかも、懇親会は六本木ヒルズ ! ワクワクしちゃい
ます。
　六本木ヒルズ行ったんだよ ! と自慢したい方は、六本木ヒル
ズ内ヒルズウエストウォーク３階にある「六本木ヒルズアート
＆デザインストアー」へ ! ヒルズのイラスト入りのお菓子や、
小物が買えちゃいます !
　あと、私のお勧めは、ミシュラン３つ星のレストラン

「Robuchon（ロブション）」のパンや焼き菓子が買えちゃう「de joel Robuchon」。たかがパン、さ
れど侮れない !是非、ご賞味ください。こちらは、六本木ヒルズ内ヒルサイド２Ｆです。
　また、六本木ヒルズには、デートスポットとして有名な展望台が 52階にあります。有料ですが、
24：00までは入れますので、是非、東京の夜景をご覧ください。感動まちがいナシ !飛行機の方は羽
田空港、新幹線の方は東京駅、どちらもお土産天国です !研修の後の「お・た・の・し・み !」でどうぞ !!

お ま け
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