
絆の会の会員の皆様、お元気ですか？

前回の会報では福島支援から帰ってまいりましたご報告をさせていた
だきました。
あれからすでに半年近くが過ぎ、やっと体のほうも元に戻ってまいりまし

た。それを待っていたかのように１１月に入ってからがぜん忙しくなっておりま
す。
取材が２件に講演が１件、原稿が４本あります。その合間を縫うように
旅行が２回あります。
産科医や助産師などの院外の医療者との会食（仕事ですぞ）が必
然的に増える中、育良のスタッフとの会食も意識的に増やしております。
ただ以前と変わったことがあります。どんなに忙しくなっても自分の時間

（主に自分の基礎体力作りの時間です）だけは死守するようにしておりま
す。
以前はそれらの時間すら犠牲にしていたため結果的に体調を崩してい

たようです。

先に書きました講演ですが、目黒ロータリークラブでの卓話ということ
でごく内輪の会の講演だそうです。東京共済病院の桑名院長（実は飲
み友達）の強い推薦というか命令で話をさせられるわけです。どうやら
ロータリーの会員の中に何人か、育良で孫を産んだという人がおられる
ようで引っ張り出されました。
内容は何でもよいとのことでしたので、昨年TOGの冬季研修会（既
報）でお話しした「私の考える安全医療とアメニィティ」という題で当院の
理念をお話しさせていただこうと思います。
思えば昨年は全国の名だたる開業産科施設の先生方の前で東日
本の代表として当院の理念をお披露目する機会に恵まれ、また今年 奇し

くもちょうど一年後に目黒区という地域密着の環境の中で育良理念を
お話しさせていただけます。
育良も来年の春には１８年目を迎えますが私の中ではその理念はひ

とまずひと区切りついたのではないかと思います。「育良理念」は完成
し、成熟しています。いるはずです。そうでなければなりません。
しかしまだ何かが違うという思いが私の中にあるのです。
それは「産後ケア」なのか、「骨盤底筋にやさしい出産法の確立」なの
か、「児童虐待の根絶」なのか？はたまた別のことなのか？
まあ、年末は何かと忙しいので年が明けてからまた考えます。私の余生
は限られているかもしれませんが、まだまだたっぷりあるはず（と考えることに
しました）。

さて、福島支援のことですが、支援先の産院から頂いた給与があります。
支援だと言いながら収入を得ていたのでは支援になりません。そこで
支援先の病院に相談して、このたび南相馬市に寄付することとなりました。
そうしたところ、何やら贈呈式をするから来福せよということになりました。
幸い、いえ残念ながら私はご提示いただいた二つの日程ともテレビの
取材か講演でふさがってしまい行くことができませんのでせっかくのお申し
出なので娘をやることにいたしました。
今後も単発的にはなりましょうが人的・金銭的に支援していきたいと存

じます。
そんなことができるのも育良を支えてくださっている皆様としっかり私を支
えてくれている職員や家族のおかげだと感謝して
おります。

皆さま、すっかり寒くなってきております。どうか
お体に気をつけてよいお年をお迎えください。
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（理事長　浦野 晴美）

オリジナルベビー服が新しくなりました！
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オリジナルベビー服

育良クリニック
オリジナルキャラクター、

おくるみの
『くるみちゃん』
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期間は12/11～12/25まで
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クリスマスセールを
開催いたします！
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みなさまこんにちは。寒くなってきましたね。
　先日、３連休をいただいたので北海道に行ってきました。札幌に８８歳
の祖母がおりまして、体調を崩して、弱ってるというものですから。
　仕事を終えて、最終便で札幌へ。空港には北大で泌尿器科医をして
おります従兄弟のヒロシ君が迎えに来てくれました。
　札幌に着いたら、どうしても食べたいものがありまして、ヒロシ君にお
願いして連れて行ってもらいました。
　そのどうしても食べたかったものとは、ジンギスカンです！
　でもわたくしが食べたかったのは、ジンギスカンは、ジンギスカンで
も、ススキノにあります“だるま”というお店のジンギスカン。一度行った
ことがあるのですが、あまりの美味しさに翌日も行ったくらいです。
　というわけで、いざ“だるま”へ。普段は、相当並ぶそうですが、２３時く
らいだったので、さすがに並ぶことなく入れました。
　席に着くと、なにも言わないのに、お肉とタマネギが運ばれてきまし

　秋の散歩の魅力はやはり移り行く季節を感じること、散歩しながら紅葉狩りができると嬉し
いですね。今回は銀杏の黄葉を愛でに出かけてきました。都内の名所は多 あ々りますが、神
宮外苑に銀杏並木は有名ですね。中目黒からだと、代官山→渋谷→青山通りとのんびり歩
いて約１時間で到着します。奥に絵画館を望む位置からだと遠近法を取り入れて植えてある
そうで、なかなかの光景です。見ごろの時期は銀杏祭りで大変混雑してますが、奥の広場で
は屋台が出て全国各地の御当地グルメも味わえます（ －^^ ）せっかく散歩で消費したカロ
リーを一瞬で取り戻してしまいますが、仕方ないですね(^_^;;;時間に余裕があればこのまま
青山通りを歩いて、赤坂の日枝神社経由で皇居まで散歩するのもいいです。休日だと静かで
東京の真ん中とは思えないですね、ただ皇居まで歩くとかなり疲れますが……
　さて今回は銀杏を見に、立川市の国立昭和記念公園まで出かけてきました。流石に中目
黒から歩くのは無理ですので車で向かいましたが、立川は交通のアクセスがよいので電車
で出かけるのも良いかと思います。駐車場はかなりの台数が止められますので、休日でした
が待つことなく入れました。予め調べて出かけたわけではなかったので、敷地面積がこれほ
どとは思いませんでした(^_^;;入口（入場料がかかります）で貰った地図をみて吃驚です。立
川口か入場してまず銀杏の並木に感激です。ここの銀杏は噴水に向かって左右各２列で整

然と植えられており、神宮外苑のような尖った剪定ではなく平らにそろえてあります。一斉に色
づくと見事です。ふれあい広場を抜けて水鳥の池のほとりを歩きますが、池にはボートが出て
おり、家族で楽しんでる光景を見ると自分の子供たちの小さい時を思い出しますね。ここまで
歩いてもまだまだホンの入り口、地図を見ながら、日本庭園方面にむかいます。渓流広場レス
トランで一休み、コーヒーが嬉しいです(^^)。少し歩いたら、五浦ハムの臨時ブースがありまし
た。何やらおいしい匂いがすると思ったら、こちらでハムの串焼きとホットドックを販売してまし
た。ちょうど小腹も空いたので食べましたが、こういうシチュエーションで食べると何故か大変
美味しく感じますね幸せのひと時でした。公園内はサイクルトレインなる乗り物が巡回しており
ます。疲れたらそれに乗って入口まで戻る方法も有りますが、それでは散歩に来た意味があり
ませんので、再び日本庭園を目指してあるきました。森の家の横を過ぎると間もなく日本庭園
につきます。残念ながら間に合いませんでしたが、こちらでは抹茶を頂けるようです。園内は紅
葉している樹木も多く、池畔に立って庭園を見渡せば心なごみます。出かけてきた時間が遅
かったせいで、既に午後３時半を回ってました。陸上自衛隊立川基地からヘリコプターが爆
音を鳴らして飛び立ってます。その合間に閉演時間の園内放送案内が流れました。まだ木漏
れ日の里等回ってない個所も有りますが、駐車場も定時で閉まるとの事なので、あきらめて帰
路につくことにしました。多少速歩きでもと来た立川口まで戻り車に乗り込みましたが、こんな
に広い公園なら午前中から弁当持って一日散歩のつもりで来ればよかったかと、ちょっと残
念な気分です(^_^;;また春になったら出かけてみようかと思います。ちょっと遠くに散歩に出
かけるのも良いものですね。

10月末に産後初の海外旅行に行ってきました！旅行というのは正確ではないです。
育良クリニックで産後の骨盤ケア外来を立ち上げるために、ガスケアプローチというペ
リネ（骨盤底エリアの筋肉の総称）回復トレーニングを学びに本場パリで講習を受けに
行ってきたのです。ガスケアプローチはヨガインストラクターでもあるガスケ先生という
女医さんが考案されたもので、日本で広く指導されているキーゲル体操よりもはるかに
効果があるようです。「日本の産婦人科では産後のケアが足りなさすぎる！」と感じてい
たので、乳呑み児を抱えてでも鉄が熱いうちに打ちに行きたかったのです。元旦生まれ
の娘は生後9か月の終わりでした。単身で行こうかとも思ったのですが、この時期に数
日間離れてしまえば、そのまま断乳になってしまうかも知れないと思い、講習中に子守を
してくれる母と娘と私の3人でパリに出かけました。有楽町のパスポートセンターで娘
のパスポートを申請。飛行機は全日空の直行便でエコノミークラスのバシネットが取り
付けられる席を予約しました。貯まったマイレージでビジネスクラスを取ることもできた
のですが、大金を払っているビジネスクラスの乗客に赤ちゃんの泣き声を聞かせるわけ
にはいかないと思い、エコノミークラスに乗りました。機内でのサービスはとても良かっ

Dr.宋美玄の
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ソン  ミ  ヒョ

ン
たのですが、午前中に出発する便だったので、娘はパリまでほとんど寝ませんでした。バ
シネットに乗せただけで大泣きするので、結局往復とも荷物置きとなりました。パリには
ベビーカーは持って行かず、ずっと抱っこひもで移動しました。パリの人たちは子供にや
さしかったです。お店で入店を拒否されたことはありませんでしたし、飲食店も赤ちゃん
連れOKのところが多く、親たちは美味しいものをたくさん食べることが出来ました。た
だ、娘はホテルのベッドの上以外ではい回ることができなかったので、あまり楽しくな
かったかも知れません。代わりにプチバトーで娘の服を大量に買いました。帰りの飛行
機はパリを夜に出発したのでほとんど寝ていてくれました。家に帰って、娘はうれしくてた
まらずはい回ったり伝い歩きをしたり、は
しゃいでいました。その姿を見て、なんだか
申し訳ない気持ちになりました。ガスケアプ
ローチの講習は素晴らしく、目からうろこが
ぼろぼろ落ちました。娘に大変な思いをさ
せた分、必ず日本のママたちの健康のた
めに役立てます！ご期待ください。

た。ヒロシ君が焼いてくれて、いざ実食。
　最高です！これを食べたくて北海道に来たと行っても過言ではありません！
お肉に全く臭みがなく、肉厚で。また肉汁が染みたタマネギがいいんです！
いやー。本当に美味しかった！
　翌日は、市内の市場で、ウニといくらとサーモンが入った海鮮丼を食べ
て、夜は、札幌の病院に勤務する小児科医のゴトウくんとカニを食べにい
きました。
ススキノにある“カニの花咲”というお店に行きました。
　ここでは、大将が目の前で、タラバガニをさばいてくれて、お刺身、レ
ア、ミディアムとカニを様々に調理してくれました。改めてカニっておいし
いなーと思いました。
　翌日は、ヒロシ君と札幌郊外にある支笏湖畔にある秘湯、丸駒温泉に
入り、空港まで送ってもらい帰京しました。
　こうして、秋の北海道食べ道楽ツアーは終わりました。
　飛行機のなかで、ふと思ったのですが結局、祖母とはほとんど会話し
ませんでした。正味、５分くらいしか会話しなかったなあ。
　まあ元気そうだったからいいか。
　ではまた。

8/10には9000人目の赤ちゃんがうまれました。

福田正樹院長の 33
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助産師 医療補助

藤田　花梨

スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介NEW

塚本　記子
医療補助

志津田　真知

助産師 助産師

助産師：戸田　あゆみ 旧姓：福田

結婚しました !結婚しました !

元育良助産師
内山 美紀さん（旧姓武田）

元育良助産師
内山 美紀さん（旧姓武田） 元気な男の子を出産しました。元気な男の子を出産しました。元気な男の子を出産しました。

女性器機能回復外来始めます！！

産休中です産休中です産休中です

早川　友香（予定日11/30）

9月20日に、3190g9月20日に、3190g

の男の子を出産しの男の子を出産し

ました。ました。

待望の第一子誕生待望の第一子誕生

で、遥人(はると)いで、遥人(はると)い

います。います。

育良の和室で、夫と育良の和室で、夫と

母の立ち合いの下、母の立ち合いの下、

楽しくて気持ちよ楽しくて気持ちよ

くて幸せなお産でくて幸せなお産で

した。した。

もちろん陣痛は痛かっもちろん陣痛は痛かっ

たです。たです。
もっと冷静でいられもっと冷静でいられ
て、我慢できるかとて、我慢できるかと
思っていたけど…。思っていたけど…。

普通の初産婦でした。普通の初産婦でした。

ただ、赤ちゃんの顔をただ、赤ちゃんの顔を

見たら、痛みはすぐに見たら、痛みはすぐに
忘れてしまいました。忘れてしまいました。

内山助産師の出産レポは
育良ブログでも紹介しています！
内山助産師の出産レポは

育良ブログでも紹介しています！
内山助産師の出産レポは

育良ブログでも紹介しています！

骨盤底筋群をご存知でしょうか？
膀胱・子宮・直腸など骨盤内の臓器をお腹の底から支えている筋肉です。
この筋力の衰えは、尿トラブルの原因にもなる大切な部分で、妊娠や出産によってダメージを受けるこ
ともわかっています。
これまで骨盤底筋群のケアに関しては当助産師も力を注いできました。
妊娠と出産で骨盤底筋群を保護する指導はもちろんですが、産後の方へ
指導と治療をする必要性を感じ、来年度には女性器機能回復外来（仮名）
を立ち上げることになりました。
詳細はまたご報告いたします。
｠出産という大変なお仕事を終えたお母さん方に、回復までのケア環境を
もっと整えるべきだと考えます。



◎場所：育良クリニック　5F

◎日時：毎週土曜日　14時30分～16時30分
　　　　※不定期で開催のない日もございますので、予約の際ご確認ください
　　　　※ぬりえや自由創作をした後に、出来上がった作品についてお話をします。
　　　　※内容は１回完結となっておりますので、どの日程でもご参加いただけます。

◎対象：当院通院中の妊婦さん（妊娠週数問わず）、又は当院でご出産されたママさん
　　　　少人数制となりますので、先着順とさせていただきます。
　　　　※寝返りをする前までのお子様のみ同伴可能ですが、託児サービスは
　　　　ございませんのでご了承下さい。

色彩セラピー
色を使ってメンタル力アップ！
色彩セラピー

色を使ってメンタル力アップ！

詳細は育良クリニックHPをご覧ください
お問い合わせ・ご予約は03-3792-4103（受付）まで

院内トリートメントルーム院内トリートメントルーム

ママYOGA 英語絵本読み聞かせ教室
12月13日（木）

◎時間：10時半～11時半
◎対象：０歳～３歳位までのお子さんのママ（子づれ参加OK）

◎お申込み・お問い合わせ：
　メール：info@mamaleaf.jp
　ＨＰ：http://mamaleaf.jp/

腹筋強化ポーズ腹筋強化ポーズ

腰痛や肩こりに
効くポーズ

腰痛や肩こりに
効くポーズ

ヒップアップと

骨盤底筋引き締めポーズ
ヒップアップと

骨盤底筋引き締めポーズ

赤ちゃんの安心は

触れ合いから！

◎日程：1/15・29　2/5・19　3/5・19　
4/16・30

◎時間：11：00～12：00
（産後2ヶ月から3歳頃までのお子様＆ママ）

◎場所：育良クリニック5Fホール

◎日程：1/15・29　2/5・19　3/5・19　
4/16・30

◎時間：11：00～12：00
（産後2ヶ月から3歳頃までのお子様＆ママ）

◎場所：育良クリニック5Fホール

けんしょう炎や
足のむくみに効くポーズ

けんしょう炎や
足のむくみに効くポーズ

◎インストラクター：たけむらえみ
◎お申込み・お問い合わせ： takemura@heart.ocn.ne.jp
◎インストラクター：たけむらえみ
◎お申込み・お問い合わせ： takemura@heart.ocn.ne.jp

※連続講座ではありませんので、ご都合の
　よろしい時にご参加ください。
※連続講座ではありませんので、ご都合の
　よろしい時にご参加ください。

発売中
天日干し
無添加
無農薬ハーブティ

安全とおいしさにこだわって、やっと出来あがりました！！

育良オリジナル育良オリジナル
ブ レ ン ドブ レ ン ド

と　　のための

色彩心理に興味を
お持ちの方

よりイキイキとよりイキイキと
こころ健やかな毎日をこころ健やかな毎日を
過ごしたいと思っている方

今感じているストレスが今感じているストレスが
活力に変われば活力に変われば
良いのにな～と思っている方良いのにな～と思っている方

何かに対して何かに対して
はじめの一歩をはじめの一歩を
踏み出してみたいと思っている方踏み出してみたいと思っている方

◎料金：１回／2,500円（ハーブティー付、画材費含む）

◎インストラクター：久木田 みち代（色彩心理カウンセラー）

◎お申し込み・お問い合せ：colorful_life@hotmail.co.jp

色彩セラピーでは、ぬりえや自由創作での色彩表現とセッションを通して、
自分自身でこころを癒しに導いていきます。
心のままに色彩を使うことを大切にしているので、表現の上手・下手は関係ありません。
未経験の方でも、お気軽にご参加いただけます。

色彩セラピーでは、ぬりえや自由創作での色彩表現とセッションを通して、
自分自身でこころを癒しに導いていきます。
心のままに色彩を使うことを大切にしているので、表現の上手・下手は関係ありません。
未経験の方でも、お気軽にご参加いただけます。

色彩セラピーでは、ぬりえや自由創作での色彩表現とセッションを通して、
自分自身でこころを癒しに導いていきます。
心のままに色彩を使うことを大切にしているので、表現の上手・下手は関係ありません。
未経験の方でも、お気軽にご参加いただけます。

受講者からは、「楽しかった！」、「自分のことがわかっ

た！」、「ためになった！」。「また受けたい！」との声が寄せら

れてます。

先日、スタッフ向けに色彩セラピーが開催されました！

鍼灸＆マッサージorオイルトリートメント
エンダモロジー 7,000円～7,000円～7,000円～7,000円～

▲

施術中はベビーをお預かりいたします ▲

院分娩ベビー 3ヶ月台まで無料
4ヶ月～1歳のお誕生日まで2,000円

≪ビタHerb≫
風邪予防・免疫力アップ・安眠
消化器のバランスを整える・
体内の浄化・強壮・血流をよくする

2,800円

≪スイートマタニTea≫
胃炎・整腸・貧血予防・ストレス
軽減・美肌・むくみ・体力回復・
リラックス・安眠

2,100円

≪HARUブレンド≫
子宮収縮・整腸・利尿作用
便秘・夏バテ防止・免疫力
リラックス・美肌

2,100円

風邪予防風邪予防風邪予防風邪予防風邪予防

産 後産 後産 後産 後産 後
妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中

クリスマス

これからの季節
、

風邪予防にぜひ
どうぞ♡

ベビーベビーベビー
ママママママ



11月

11月

2ヶ月めだかの会

10月

10月

11月

11月

10月

9月

 8 月

9月

10月
9月

8月

8月

9月

離乳食について色々聞け、
詳しく教えていただけとて
も参考になりました。
たくさんのお友達とも遊べ
て楽しかったです。

同じ月齢の赤ちゃんを持つマ
マとお話ができ良かったで
す。子育て楽しみたいです。

みんな大きくなっていてと
てもかわいかった。記念写真
良い思い出になりました。
ありがとうございます。

8月

9ヶ月ひよこの会

1才お誕生日会



あとがき
暑い夏から秋を素通りして、一気に冬が到来したようなこの頃ですが絆の会の皆様お変わりございませんか?
新しい年を迎えるまで１ヶ月半ありますので締めるのはまだまだ早いのですが、この一年の印象に残る出来事はやはり理事長が福島支援に行ったことが大

きかったと思います。
それ以上に感心しましたのは「福島でいただいたお給料は全部福島のどこかに置いていきたい」と再度寄付を願い出たことでした。
もし私でしたら半分か３分の２返却がいいところで一部は自分へのご褒美と考えるような欲深さがありますので立派なことだと思いが至った訳です。
勿論、無償や持ち出しで福島支援を続けていらっしゃるような沢山の方もいらっしゃるので手前味噌の話になるかとも思います。
又、これも手前味噌ですが、当初理事長は福島の理事長先生に「４月から９月までの半年間の医師が確保できない日」とお約束しましたが、こちらのクリニッ

ク（育良）の予定もあり、行き来が重なったのも手伝って体調をくずし、後半福島行きの約束が果たせなくなりそうな日がありました。そこで白羽の矢を立てたの
が息子でした。

息子は自分の勤務している病院のことやいろんな事情があったのかもしれませんが、理事長の意を汲んでいつの間にか福島に出かけておりました。
このことももし私でしたら二つ返事の前に迷ったり、言い訳したりして、その挙句恩をきせて行くことにしたと思いますと、我が息子ながら「偉いなぁ」と感じました。
結果として福島の先方の理事長先生より、過分なおほめの言葉をいただき、息子も「微力だったのにこんなに喜んでいただけるのなら行って良かった」と自

身も喜びに変わっていました。
このことより本来の支援というのは金銭や肉体、精神面等の一方的なケアのみならず互いが感謝や喜びにつながることが理

想かなぁと思いが至り、私も美しいものを見つけたような嬉しさがありました。
話は変わりますが、巨人軍の阿部選手の奥さまが今年春、育良で出産されました。
その後に巨人軍は３年振りのリーグ優勝を果たしております。
又、当時ヤクルトの高津選手の奥様が出産された時１９９８年秋と２００２年の早春、ヤクルトは見事日本一に輝きました。
その後ヤクルトが不調の時、理事長は高津夫人に「妊娠・出産しなさい」と半ば冗談を言っていたことを思い出します。
“ 厄年に出産すると厄を落とす ”という説もあるように出産という尊い体験は周りにパワーと喜びを与えてくれることを確信し、

今年も良い締めくくりが出来たことを感謝しております。
絆の会の皆様どうぞ楽しいクリスマスを過ごし、お元気で良いお年をお迎え下さい。 GM　浦野 良江

ご住所を変更された会員様へ
最近『絆の会』会員様宛の郵便物が戻ってしまうケースが増えています。ご住所が変更になりましたら、絆の会へもご一報ください。
メール：kizuna@ikuryo.or.jp（登録はできませんが携帯からもどうぞ）或いはFAX：03-3791-4123でお願い致します。

診療時間（完全予約制）

●祝祭日は休診です。　　
●外来担当医の情報は、ホームページでご確認いただけます。

※当院受診中の方の産科急患は常時受付致します。

医療法人社団 晴晃会 育良クリニック
〒153-0051 目黒区上目黒1-26-1

中目黒アトラスタワー4・5階
TEL 03-3792-4103（ミナココニ　ヨイオサン）
FAX 03-3791-4122（ミナコイ　ヨイフウフ）
URL http://www.ikuryo.or.jp/

■発行
育良「絆の会」事務局（編集委員：関、馬場、石田）
TEL  03-3792-4103（晴晃会事務局代表）
FAX  03-3791-4122（絆の会専用）
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前9:15～11:30 診察 診察 診察 診察 診察 診察 診察

午後14:00～16:30 診察 診察 診察 診察 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科

集会情報集会情報
めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会

12／23（日）クリスマス会を開きます。

対象：応募者の中から抽選で１０組

（※２才以上～未就学児とします）

※参加するお子様の人数×500円相当のプレゼントをご

持参いただきます。

※この案内をもって募集としますので、参加ご希望の方

は１２/１6までに参加者全員の氏名、連絡先、お子様の

年齢を明記の上、往復はがきにてお申し込みください。

ご当選の方には後日詳細をそえてご連絡いたします。

〈宛て先〉 〒153-0051
東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワー5F
育良クリニック 絆「クリスマス会」係まで

『クリスマス会』
のお誘い サンタ登場

プレゼント交換
etc…

内容

参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方

12月：1  才　 12月17日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  12月10日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  12月17日（月）10：30～

1月：　1  才　  1月28日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  1月21日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  1月28日（月）10：30～

2月：　1  才　  2月25日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  2月18日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  2月25日（月）10：30～

3月：　1  才　  3月25日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  3月１8日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  3月25日（月）10：30～

4月：　1  才　  4月22日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  4月15日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  4月22日（月）10：30～

5月：　1  才　  5月２7日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  5月20日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  ２月２7日（月）10：30～

6月：　1  才　  6月２4日（月）13：00～
　　　9ヵ月　  6月17日（月）11：00～
　　　２ヵ月　  6月24日（月）10：30～

育良クリニックホームページのトップページから見られます。
理事長や助産師のブログも掲載予定！ http://ameblo.jp/ikuryoc/http://ameblo.jp/ikuryoc/http://ameblo.jp/ikuryoc/

★育良クリニックブログご覧ください★★育良クリニックブログご覧ください★★育良クリニックブログご覧ください★


