
　今年の夏は記録破りが続出する猛暑でしたが、この冬も記録づくめ
の厳寒となってしまうのでしょうか？
　季節的にも気持ち的にもこれほど春が待ち遠しい時はありません。

　前号では『しっかりと、「移転した意味」を考え地に足をつけて「育
良理念」をさらに遂行できるよういろいろな試みをして妊産婦の方々の期
待にこたえていく』、その大きな一つとしてフランスよりガスケ先生（ベル
ナデット・ド・ガスケ　医師でありヨガ指導者。骨盤底筋を分娩時
のみならずさまざまなシチュエーションにおいて保護するというアプロー
チ法を実践。）の育良での講習を中心にご紹介いたしました。
　その効果としては、分娩時は助産師がガスケアプローチを取り入れ
て患者様の骨盤底筋を保護しながら分娩介助を実践しておりますが、
12月より、元職員の内山助産師によるガスケアプローチクラスが開
催となり、患者様にもより身近にガスケアプローチを広めることができそ
うです。

　前号では、これからも育良は理念自体ぶれることなく、それでも時代
の変化に即応してより皆様に支持していただけるよう頑張ります。と、締
めくくりました。

　今年、お陰さまで１万人目の育良ベビーを迎えることができました。そ
して、10001人目・10002人目・・・と大切な命が生まれています。
育良開設以来18年目にしてようやくたどり着いた数字です。詳しくは別
の記事に掲載されるはずですがこれらを機に、命を扱う現場として、本
当の安全はなにか。理念だけが先に立ち、土台を常に見つめ直す努
力を怠っていないか？　などなど。今一度、業務を見直し、医師・助
産師と何度も何度も話し合いの場を持ちました。

　マニュアルはすべて見直し修正が必要なものは修正し、今までは基

本的なものとしてなかった事柄もマニュアル化しております。
　今年4月より予約システムの導入や業務改善等を積極的に進めて
います。
　大きな業務改善を進め、でも何かが足りない。

　職員との話し合いを重ねていく中で、コミュニケーションの重要性
があぶり出されました。
　どんなに個々が優秀でも、組織としてその間のコミュニケーションが
なければ安全性は保たれないどころか仕事も非常に非効率的になる。
そうなれば仕事を成し遂げたという達成感よりも疲労感が勝る。当然の
結果としてモチベーションが下がる。

　このような悪循環に陥ってしまう前に来年の育良の標語を考えました。
『キチンと、基本に忠実に、決まりを守る。』はそのまま、『コミュニケーショ
ン』を新たな標語として加えます。
　絆の会の会員の皆様には関係ないとお思いかもしれませんが、コミュ
ニケーションは様々なシチュエーションで必要とされます。

　コミュニケーションの生かされた組織となって初めて育良の利用者に
よい医療を提供できる環境となると考えます。
　もちろんコミュニケーションのよくとれた風通しの良い環境は一朝一夕
に出来るものではありません。外部からの講師を招いての模擬実習の
ほか、様々な取り組みをしていきます。
　来年はこの二つの標語を胸に刻み、職
員一人一人が育良を盛り立てていきます。
　育良・絆の会の会員の皆様にも引き続き
ご支援お願いいたします。
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つれづれ日記その14
皆さまこんにちは。寒いですね。
　今回は夏の旅行の話をしたいと思います。前号にて甥と姪の浴衣をつくっ
た話をしましたが、彼らはシカゴにおります。今年は娘は受験につき行けない
ので、大学の友人で暇そうにしていた小児科医のG先生と行ってきました。
　アラフォー二人、シカゴとニューヨークに行く。であります。
　シカゴというとアルカポネ。街もたいそう汚いし、怖い人たちも多いんだろ
う。とイメージしていましたが、行ってみて驚きました。
　路上にゴミもあまりなく、ホームレスも少なく大変きれいな街でした。
　公園も芝生で、きれいに整備されていて、ジャズのフリーコンサートがやっ
ていたり、芝生に寝転んだり、治安もよさそうな雰囲気でした。

　妹の家に浴衣を届けにいきました。学校で、日本の文
化を紹介する機会がときどきあるそうで、浴衣を大変よ
ろこんでくれました。久しぶりに甥と姪に会ったら、流暢
な英語を話していて、子供の適応能力の高さに舌を巻
きました。
　あとは、シカゴの高層ビル群をめぐるリバークルーズ
に行ったり、義理の弟が勤務しているシカゴ大学の研究
室に行ったり、適当に博物館めぐりをしました。
　ところで、私達の世代で、シカゴといえば、やっぱりこ

　とある平日の朝、早めに出かけて浅草の墨田公園を散歩、川岸のコーヒーショップでサ
ンドウィッチの朝ご飯を食べてから、船着き場に出向くと、時間通りに東京水辺ラインの水
上バスがやってきました。一年に数回秋の一日を使って隅田川、荒川のクルーズが行われ
ております。なかなかチャンスが無かったのですが、今回は何とか乗れそうです（＾＾）。両
国発着の臨時便ですが、浅草二天門から乗船できます。飲み物と軽食を用意して乗り込
むと満席(^_^;;;これは大人気のコースかと思ってましたら、大多数の方が桜橋で下船、
たまたま別の規格の観光コースの一部にもなっていたようです。桜橋からはガラガラの
船内になりましたが、マニアックなグループと思われる４名の方々は大きな荷持つを持っ
てました、後ほど荷を開かれましたらなんとも豪華なお弁当（ ｏ^^ ）このクルーズのため
に用意されたようで、なんとも羨ましい限りでした。さて船は隅田川を遡り、千住、荒川遊
園と順次船着き場をめぐります。各々の乗り場から何人か乗り込まれ、程よい人数になっ
てまいります。川沿いの景色を船に乗りながら眺める経験はなかなか無いもので、飽きる
ことなく満喫していました。沢山の橋をくぐりぬけることになりますが、鉄橋も有り、水路橋
もあり下からの眺めも面白いものです。墨田川から新河岸川に入り小豆沢で折り返して
同じ航路を戻りますが、千住大橋を過ぎたら屋上の展望フロアがオープンしました。大半

の客がフロアに上がります。私たちもカメラ片手に展望席へ。川風が心地よく、日差しも丁
度よい加減で実に爽快です（＾＾）両国、浜町、越中島、聖路加ガーデン前、浜離宮とい
つもの定期便と同じコースをたどりながらレインボーブリッジをくぐり、お台場まで下って
きます。何故かお台場からは誰も乗船はありませんでしたが、この船のすぐ後に定期便の
葛西臨海公園行きがあるためでした。東京ビックサイト乗船場経由で葛西臨海公園ま
で５分の時間差で同型の水上バスが走ります。お台場からビックサイトまで川から見上
げる景色はなかなか圧巻です。さらに後続の船と葛西臨海公園船着き場で一緒に停泊
している様相は何処か外国のミニクルーズの様で、写真に撮ったものを見返してみると
素敵な一枚になってました。此処から荒川を遡り荒川ロックゲートに入ります。水位の違
う２本の川をつなげる水門（閘門）で原理はパナマ運河と同じです。堰止めた空間で水
位を上下して船を通過させる訳ですが、普段経験することはまず無いことでしょうから、貴
重な経験でした。平井大橋を経由したころには夕方になりました。夕焼けを見ながら墨
田水門を通過して荒川から再び墨田川に入ります。流石に疲れて船内でぼんやりしてま
したら夕闇迫るころ浅草二天門に到着。無事一日かけた水上バス散歩（？）は完了で
す。殆ど歩かない散歩でしたが、それでも空腹になります。浅草の某おでん処で一杯やっ
て本日はめでたくお開きとなりました（＾＾）。なかなか乗りたくても機会が合わないク
ルーズですがまた来年乗ってみたいと思いました。普段とは違う目線で見る景色は良い
ものです。たまには歩かない散歩も良いですね。

子連れハワイに行って来ました

１歳１０ヶ月の娘を連れてハワイに家族旅行に行って来ました。娘が９ヶ月
の時にパリに連れて行ったのですが、今回で子連れ海外旅行は２回目です。
ハワイは７～８回行った事がありますが、ネイチャーアイランド好きの私の
一番のお気に入りはビッグアイランドことハワイ島。ハワイ諸島の中で一番
新しい島で、溶岩がゴロゴロしていて砂浜は少なめです。マウナケア山で見
る星空は、「星が多すぎてところどころ暗い」という感じです。そして次に好き
なのはハワイ諸島の中でかなり古参のカウアイ島。風雨に浸食された美し
い地形はCMなどでもおなじみ。しかし、１歳児連れなので、子どもが楽しく便
利で安全という観点から、ベタにオアフ島のワイキキに行く事にしました。
とにかく便利さを追求した結果、泊まったホテルはヒルトンハワイアンビ

Dr.宋美玄の 子連れハワイ旅行子連れハワイ旅行ソン  ミ  ヒョ
ン レッジのアリイタワー。プライベートビーチもプールもABCストアもレストラン

もあって、あまり身動きが取れなくても大丈夫。小さい子のいる家族連ればっ
かりなので、気兼ねもいりません。ワイキキには大きな動物園と小ぶりの水族
館があり、海にプールに動物に魚を満喫して娘は大大大満足そうでした。
心配になるのは飛行機だと思うのですが、羽田便は深夜なので、子ども

は最初から最後まで寝っぱなし。飛行機の中には我が家同様「２歳になる
と国際線がタダじゃなくなるから今のうちに」という０～１歳児連れの家族
ばかり。もちろん泣いたりすると申し訳ない気持ちになるのは同じですが、他
にも赤ちゃん連れが多いと多少気が楽
でした。
もうちょっと大きくなったらボルネオ

とかマダガスカルのような比較的硬派
なネイチャーアイランドに連れて行きた
いですが、赤ちゃん時代はハワイで脳み
そをとろけさせるのもなかなかおすすめ
です。

の人。マイケルジョーダンですよね。シカゴにはマイケ
ルジョーダンのステーキハウスがあります。
　今回の旅の最大のハイライトが甥と姪に浴衣を届
けることとするならば、ジョーダンのステーキハウス訪
問は、第二位であります。
　期待に胸を膨らませて、いざ実食。
　うーん。やっぱり日本で食べる和牛のほうが美味し
かった。付け合せのマッシュポテトは美味しかったけ
ど。まあアメリカですからねえ。
　旅の後半は、ニューヨークへ。
　地下鉄に乗って、自由の女神を見に行きました。時間の都合で島には行けま
せんでしたが、豆粒大でも本物の自由の女神像が見れてよかったです。
　次にワールドトレードセンター跡地へ。ここは記念公園になっていて、ゲートで
チップを払って入ります。記念碑は滝になっていて、9.11の事故で亡くなられた
方々の名前が刻まれていて、こんなにもたくさんの方々が、あの日、ここで亡く
なられたと思うと、言葉がでませんでした。
　あとはBlue noteでジャズ聞いたり、スパイダーマンのミュージカル観たり、
男二人でサラベスで朝食食べたり、セントラルパークに行ったり、メトロポリタ
ン美術館に行きました。
　カルバンクラインで二人で下着を選んでたら、ガチのゲイ
と間違われて、写真を撮られるハプニングがありましたが、
もう出来ないと思っていた男二人旅も悪くないと思いました。
　ちなみに我々、同室でした。ではまた。

福田正樹院長の 5
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助産師

川島里美さん

医師

宋　美玄先生
（12月末まで）

助産師

中村ちさのさん
米元聡実さん

スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介NEW

10,000人目
　　　ベビー誕生！！
10,000人目

　　　ベビー誕生！！
育良クリニックでの10,000人目ベビーちゃんが
2013年９月７日、18時53分に産まれました。
とてもかわいくて元気な男の子です！！
理事長先生から、ベビーちゃんと同じ体重の
テディベアーをプレゼント♥
とっても喜んで頂きました。
まだまだ記録更新していきますよ～！！
安全のもとでの自然分娩！妊婦さんガンバレ～！！

出澤美央子Ｄr.が
出産しました

助産師の川畑恵子さんが
出産しました！

　8月14日に次女を出産しました。

　自分の働いている病院で安心し
て出産できたのは、ほんとうに幸せ
でした。また、切迫流産の入院と出
産を通じて、今まで以上に育良ス
タッフの皆さんの良さをしみじみ
と感じました。
　今は、もう少しで４歳になる長
女が赤ちゃん返りまっただ中で次
女よりも手がかかり、育休期間は
あっという間に終わってしまいそ
うです。

　また復帰しました際には、どうぞ
よろしくお願いいたします。

　8月4日2876gの男の子をツルッと出産しました。上の子ども達も絆の子です。
　長男(8才)の夏休みの日記より～
　「ぼくが赤ちゃんのへそのおを切るやくそくだったけど、お父さんと妹と病院に着い
た時にはもう生まれていたので、ざんねんでした。でも赤ちゃんはすごくかわいいです。
ぼくはやさしいお兄ちゃんになりたいと思いました。」
　…というわけで、骨盤底筋きたえつつもう１人がんばります。
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2ヶ月めだかの会
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7月

7月

9月

同じ月齢の子を持つママ友が出
来て嬉しいです。
集合写真や手遊び、家では出来
ない事が出来て楽しかったです。

みんなすくすくと大きく育って
いて見ているだけで楽しく思
えます。同じような悩みを共有
出来て良かったです。7月

10月

10月

11月

11月

２か月の会でお友達になった方達と
また会えてとても楽しかったです。
離乳食のお話ためになりました。
おやつも美味しかったです。9ヶ月ひよこの会

1才お誕生日会



あとがき
　今年もいよいよ１ヵ月を残すだけとなりました。絆の会の皆様には良い１年だったでしょうか？
　本日はある方の講話から心に残るお話を一つ受け売りですが紹介いたします。
　「日本で一番大切にしたい会社」という本にも紹介された日本理化学工業という学校等でよく使われているチョークを作っている会社は国内のおよそ３割ものチョークを
作っている会社です。しかし、社員は８０人程度で工場で働く社員の７割以上が知的障害をもった人達なのです。その経緯を次にご紹介いたします。
　およそ５０年ほど前に、近くの看護施設の先生が施設の女の子２人を雇ってくれないかと会社にやってきました。当時常務だった現在の社長さんはその申し出を断り
ます。また先生が訪ねてきて断ります。何度かそのような事を繰り返した後、先生は「わかりました。これ以上就職させて下さいとは申しません。その代わり、短期間でいい
から彼女達に働く喜び、働く仕合わせを体験させてやっていただけないでしょうか」と頼みました。
　こうして２人の女の子が１週間の就業体験をすることになりました。その働きぶりときたら、昼休みや仕事の終了期間を忘れる程の熱心さだったといいます。
　就業体験が終わろうとする前の日、十数人の社員全員が常務を取り囲んで言いました。
　「あの２人を体験だけで終わらせないでほしい。もし２人にできない事があったら、自分たちがカバーするから来年の春、社員として採用してほしい。」社員達の熱意に
押されて常務は採用を決めました。
　その時からチョーク作りの工程を誰でも無理なく出来るように単純化して、使う道具より簡単で扱いやすいものにする。そうした創意工夫の取り組みが始まりました。生
産の仕組みや道具に人間が従うのではなく、逆に生産のしくみや道具を人間に合わせていったのです。
　ある法事の席で、この会社の常務さんが和尚さんに「知的障害をもった社員は施設にいたほうが楽なのに、なぜあれほど一生懸命に
働こうとするのでしょうか？」と・・・
　和尚さんは「人は生きていて四つの事に幸福を感じます。まず、愛されること。人に褒められること。そして人の役に立つこと。人に必要と
されることは働いてはじめて得られるものです。施設にいたのではこの幸福は手に入らないのです。」と明快に答えられたということでした。
　この言葉が常務さんの人生観を変えたことがわずか８０人のしかも知的障害者のある社員が多いこの会社が全国の３割の需要に答え
られる会社として健在しているゆえんです。
　この一件はいろんなことを教えてくれます。
　努力、熱意、喜働、どれも学ぶべきことであり、又私も反省するところが沢山あります。
　そして人の為に働くことがひいては自分の喜びにもつながることがわかります。ここで育良創立の理念をもう１度思いかえし新しい年を
より良く開く為あと１ヵ月を大切に有意義に過ごしたいと願っております。

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、石田、金子）
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

参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方

1月：　１  歳　１月  9日（木）12：00～13：30

　　　９ヵ月　1月23日（木）10：00～11：30

　　　2ヵ月　1月  9日（木）10：00～11：30

2月：　１  歳　2月13日（木）12：00～13：30

　　　９ヵ月　2月27日（木）10：00～11：30

　　　2ヵ月　2月13日（木）10：00～11：30

3月：　１  歳　3月13日（木）12：00～13：30

　　　９ヵ月　3月27日（木）10：00～11：30

　　　2ヵ月　3月13日（木）10：00～11：30

4月：　１  歳　4月10日（木）12：00～13：30

　　　９ヵ月　4月24日（木）10：00～11：30

　　　2ヵ月　4月10日（木）10：00～11：30

　12/23日クリスマス会を開きます。
　対象者：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、往復ハガキにてお申し込みく
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

　12/23日クリスマス会を開きます。
　対象者：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、往復ハガキにてお申し込みく
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『クリスマス会』のお誘い『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

　絆の会の皆様、こんにちは。前回も登場させて頂きましたスタ
ッフのMです！！
　日に日に寒くなっていますが、ご体調等くずされていないで
すか？
　育良スタッフはインフルエンザのワクチンも打ち終わり、体調
管理は万全です！
　この先も、うがい・手洗いは必須ですね。
　もう少しで今年も終わっちゃいますが、その前に育良でも恒例
になっておりますクリスマス会ですね！今年もたくさんの会員の

編
集
後
記

方に集まって頂き、日頃のストレスを発散してママもベビーもみ
んなで楽しんで頂きたいです！！
　12月より新しい教室が始まります。詳しくはホームページに載
っていますのでご興味ある方、是非見て下さい。そしてご参加お
待ちしております。
　次の春号で教室の様子を取り上げる予定なのでお楽しみに！
そして前回に引き続き、ママ達が楽しくお食事出来るお店をまたま
たご紹介しちゃいます。駒沢大学駅にある+green（アンド グリーン）
http://www.and-green.jp/

　私がお伺いした時はベビーと一緒に来ているママ達がランチ
会をしていました。
　ベビーカーを席の近くに置けたり、ベビーのおむつ替えがト
イレに有ったり、個室もあるのでゆっくりママ達はお話出来そう
です。
　お料理もとっても美味しかったです！これからママ会を予定さ
れる皆様、是非利用してみて下さいね。
　では、今年もあと少しですが残り少ない2013年を楽しく過ご
して素敵な2014年を迎えましょう！


