
　日本でまだ数少ない専門職に指導できるフランスガ
スケアプローチ協会公認指導者の内山さんの研修会に
参加してきました。彼女は週に1回、育良で産前・産
後のクラスを担当してくれています。
　参加したのは育良のスタッフばかり1日に5～ 6人
です。
　スタートは、姿勢を整えること！……ここで、各自
「楽と感じる姿勢」がけっこうちがうことが浮き彫り
に……。

　それを、原則に乗っ取ってサクサク修正してくれる
内山さん……姿勢をとる前から、なんとなくその人に合
いそうなものを予測しているところは、教え方が一歩
上を行く感じで、今日参加できて良かったと思いました。

「慣れて楽な姿勢」と「正しい姿勢」の間には、まだ
まだ落差がありますが、「正しい姿勢」を体に教え込
んでいくしかないなあということです。改めて、自分
にとっての「これが正解」を知っておくことは大事だ
と実感しました。
　お産の時のガスケアプローチはダイナミックで花形
ですが、やっぱりベースは日常だなと思いました。私
たちもおっぱいのマッサージにきたお母さんの姿勢を
整えてから始めるなど、些細ですが、わかりやすく皆
さんに伝えられるよう試行錯誤中です。
　自分にとっての「楽で正しい姿勢」を体感したい方
には、ぜひ育良で内山さんのクラスを受けて欲しいな
と思っています。
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　育良・絆の会の皆様、ついに育良は20周年を迎えることができまし
た。と、前号で書き始めましたが、開院記念日より1カ月たった4月14
日『開院20周年記念』の会を開いたことをご報告いたします。
　現在の職員と近隣の旧職員の他は気心の知れた数社の取引先の
方々、さらには患者さま代表として3組の方々を加えたごくごく内輪の
会でした。
　3組の患者さま代表は育良っ子6人を産んでくださったママと子供た
ち、開設間もなく生まれて二十歳になるお嬢様と育良ファンのママ、
人生の大転換期にも関わらずあえて育良でご出産された方でした。
　もちろんそれ以外にも何十組ものぜひともお呼びしたい方々がいた
のですが、会場の関係などから叶わなかったことをお許し願います。
　さて今号は育良の歴史を感じさせられる話題です。
　今号の別の記事に掲載されている「中学校職場体験」に関してです。
　毎年近隣の中学校より職場体験を受け入れているのですが、今年
はその中に育良っ子が一人いました。
　そのお母さまからメールをいただきました。重複しているかもしれま
せんが一部を掲載させていただきます。
　『私自身も、13年前の育良クリニックと変わらないあたたかで、心
強い、やさしいぬくもりが、鮮明に蘇りました。
　出産の時、お母さんがんばれ!と院長先生に声をかけていただいた事、
助産師さんみなさま、スタッフのみなさまが支えてくださった初めての
子育てのはじまり。
　この13年間、子育てで悩み、立ち止まる度、その時のことを思い出し、
お力をいただいています。
　次女の出産、3人目の流産。
　育良クリニックを思い出し、見上げると、自然と、いつも力が湧い
てきます。
　その理由は、経験や思い出だけでなく、育良クリニックの変わらな
い皆様の姿が、今もあるからなのだなあと、改めて感じました。』
　さて、前号では、いろいろな方針変更のお話をしました。
　そして、『育良理念である「安全な環境のもとでの自然分娩」だけ
は不変でなくてはなりません。～中略～「安全な環境」を維持するた
めに時々刻々時代に即した診療方針の変更は行っても、それをクリア
した「自然分娩」だけは今までどおりいや今まで以上に追求し皆様に

満足していただく必要があります。　～中略～　忘れてならないのが
「基本的なサービス」です。育良を利用してくださるすべての支持者
の方々に「安心・安全」を提供するのは当然のこととして、職員一人
一人がそれぞれの役割をしっかりとこなし「快適」も提供しなくてはな
りません。』と、書きました。
　ところが、前号が出てまもなくしてから残念なことが起きました。お
産で入院されていた方からの「理事長直行便」が届いたのです。
　要約いたしますと、この方は遠方に住まわれていて、こちらで里帰
り分娩をする方で34週からの外来受診でしたが、外来での医師の対
応、そしてお産で入院されてからの助産師の対応に不安を持たれたま
まお産をされたことが書かれておりました。さらにはフロントやリネン
の対応にもご不満を漏らしておられました。
　驚いて院内全体で調査しました。それとわかる方が判明し、それに
基づき各部門の調査をしましたところ誤解されているところもあるもの
の、そのように受け取られても仕方ない対応が浮かび上がりました。
　その方にはそのようなお気持ちにさせてしまったことに関し、申し訳
ない気持ちで一杯で、本当に我々としても残念でなりません。
　患者や職員が増えると、医療技術や分娩方法、設備の充実などの
ハード面に目を向けがちです。それとは別に、育良に関わった職員た
ちが、脈々と築いてきた「基本的なサービス」である育良の利用者と
のコミュニケーション、妊産婦に寄り添う精神を大切にしてきたので
すが、それが欠けた職員が増えて来たのではないでしょうか。
　これまでもそのような職員がいなかったわけではありませんが、早々
におれなくなる自浄作用が働いていたと思います。『悪弊良貨を駆逐す
る』の例えがありますので、悪弊は正すか排除して良貨を守る覚悟で
す。
　当院の悪い評価をお伝えするのは真にお
恥ずかしいですが、幸せな出産体験にして
いただけなかったことへの謝罪と、同様の
ことを起こさないという決意として身を挺
して公表いたしました。
　必ず皆様のご期待に添える、以前の妊
産婦様に寄り添う育良を取り戻します。

（理事長　浦野 晴美）

研修会



　今年も暑い季節になりました。もう
2016年も半分終わって、時間の過ぎる
のが早いと感じますね。
　普段病院に行く機会があるとすれば、
身体の調子が悪いなど困った事がある時
が多いと思います。しかし、病気が発覚
する前に、軽症の段階で病気が見つかれ
ば簡単に治せる病気があります！
　病気を防ぐ事や、軽い内に治療できる
事がとても大切で有益なことは言うまで
もありません。その為には、定期的に検
診を受けるのが一番です!!
　婦人科の病気を部位で分けると、子宮

と卵巣に大別されます。子宮の病気で
は、子宮筋腫、子宮体癌、子宮頸癌な
どがあります。卵巣の病気で多いの
は、腫瘍性病変で良性と悪性があり
ます。
　これらの病気の中で比較的早期に
症状があるのは、子宮体癌(不正出血
など)だけです。
　子宮筋腫や卵巣腫瘍はかなり大き
くならないと自覚症状が無いことも
多いです。
子宮頸癌に至っては、かなり深刻な
状態になってはじめて自覚症状が出
る事も稀ではありません。
　しかし、いずれの病気も早期発見
する事で、治療自体も軽く済み完
治する事が多いです。その為、自
覚症状を当てに出来ないからこそ、
検診で定期的にチェックする必要があ
るのです！
　具体的には、子宮頸癌の検診は綿棒の
様なもので子宮頸部を数回こすって細
胞を採取します。卵巣の検診は、膣側か
ら超音波で大きさや腫瘍が出来ていな

いかを確認します。
　いずれの検査も内診台で行いますが、
殆どが1分以内に終わってしまう程簡単
なものです。たったそれだけで婦人科の
検診は十分なので、年に一回だけ自分と
家族の為に受けるようにしましょう。

　鬱陶しい雨の季節まっただ中の6
月下旬、育良クリニックにさわやか
な風がおとずれました。
　毎年恒例である、目黒区立東山中
学校の生徒さんたちの職場体験です。
　もしかしたら絆の会の皆さんも、
目黒区内の飲食店などで見かけられているかもしれませんね。
「働くことの意義」「社会に貢献すること」を、実際の仕事の体験や
働いている人の話しを聞くことから学ぶという、体験学習です。
　今回は3名の2年生が当院にきてくれました。事前準備もしっかり
していて、当日も意欲的に参加し、たくさんの質問をしてくれました。
　中でも、助産師になりたいという夢を持って参加してくれた秋山
さんは、なんと13年前に代官山の旧病院で産まれた育良キッズなの
です!!
　当院の古株スタッフも、秋山さんのお母様のことや本人のことをよ
く覚えていて、開院時から在籍しているスタッフの関に至っては、秋
山さんのお母様からいただいたお手紙を今も大事に持っていました。
　体験の最終日に、そのお手紙を私が読んで聞いてもらうことで、
我々スタッフと患者様の間の絆や信頼関係の大切さを伝えることが
できたと思います。
　また、我々スタッフも気持ちを新たに日々患者様と信頼関係を築
いていきたいと、改めて考えさせられました。
　最後に、育良キッズの秋山さんが当院あてに書いてくれた丁寧なお
礼のお手紙を、皆さまにご紹介させていただきます。（本人了承済み）

婦人科検診のすすめ

　　
婦人科夕診予約なしで受けることが可能になりました！
●予約なしの場合は、来院した順番にお呼びします。　
（予約の方優先の為、少しお待たせしてしまう場合があります。ご了承ください。）●対象は婦人科・区検診子宮がん検査・区検診結果

　　
婦人科日曜日診療スタート！
●今まで日曜日は産科のみの診療でしたが、婦人科の診療も始まりました。
●目黒区特定検診は対象外です。
●完全予約制となります。※診療時間・診療内容の詳細は育良クリニックのホームページをご覧下さい

婦人科診療のお知らせ
6/13（月）～

7/3（日）～

秋山さんからのお礼のお手紙

『 先日はお忙しい中、 職場体験でお世話になりまして

ありがとうございました。

皆様に笑顔で温かく接していただき、 本当に楽しく

充実した三日間を過ごすことができました。

実際にお産を体験させていただいたこと、 内診台に乗らせて

いただいたこと、 赤ちゃんの沐浴を見て触れさせていただけ

たこと、 本当に楽しくとても勉強になりました。

私が育良クリニックで一番感激したことは、 助産師さんが

赤ちゃんのことを『 赤ちゃん』 ではなく『人』 として

見ていたことです。

生まれてきた瞬間から、 人は人なのだと改めて考えました。

貴重な体験をさせていただき、 ありがとうございました。

また、 妹が産まれた時に、 母が関助産師さん宛てに

書いたお手紙を、 まだ持っていて読んでいただけたことが、

母も私も本当に嬉しかったです。

将来助産師になれるように働くことの大変さを思い出し、

この職場体験で学んだことを役立てたいと思っています。

育良クリニックの皆様もお体に気をつけて、

たくさんのお母さんと赤ちゃんを支えていってください。』

験体場職東山中学生

Dr. 晃義の
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絆の会の皆さま、はじめまして！　鍼灸師の中村です。
夏本番！！　ますます日差しが強烈になってきましたね(>_<)
紫外線も気になるところではありますが……夏バテやクーラー病も気を付けたいところです。
さて今回、私がご紹介させていただくのは
【夏の疲れを吹っ飛ばそう＼(^o^) ／疲労回復のツボ☆】についてです。

夏休みが終わると運動会シーズンを迎えますね。
運動会のお弁当、食中毒にならないための傷みを防ぐポイントです！

「関
かん

元
げん
」は、お臍から指４本分（３寸）

真下にあります。
普段は力を入れにくく弱々しい場所で
すが、元気の玄関という意味があり力を
みなぎらせるツボです。

「気
き

海
かい
（きかい）」は、お臍から指２本

分（１．５寸）真下のところにあります。
この周辺は、全身の精気（いわゆるやる
気スイッチ）が集まるといわれる重要な
ツボです。

ツボは指で押すだけでも効果はあります
が、お灸は更に効果UPしますのでお試
しください♪
お腹周りを温めると自律神経(人間のオ
ン・オフ)が正常化しやすくなります。
夏は無自覚にむくみ・冷えが悪化してい
ることがあるので39-40℃のお風呂に
20分程の半身浴をするだけでも乱れた
自律神経を整えることが出来ます。
お気に入りの入浴剤を入れてリラックス
タイムはいかがでしょうか？
鍼灸治療にご興味がある方は、ぜひ育良
トリートメントをご利用ください(^^♪

調理場さんのここが言いたい
知っておきたい暑い日の安全なお弁当作り

❶完全に火を通したものを入れる

お弁当のおかずの大原則で火を入
れていない物は炎天下の弁当箱の
中で爆発的に菌が繁殖して食中毒
の原因となります。

❷余分な水分を入れない

菌の繁殖に最も適している環境は
肌と同じ温度と水分です。
煮物など味付けを濃くして汁気を入れないようにしましょう。

❸おかずは種類別に分ける

違う種類のおかずが接する事で変質や腐敗の原因になるため
カップなどを上手に使いましょう。

❹暖かい物は冷まして詰める 
　（菌の繁殖しやすい温度は30°〜50°）
暖かい物をそのまま入れて蓋をする事に
よりお弁当内部が温められ菌が増える原
因となります。

❺持って行く時は保冷剤を入れる

お弁当の温度を上げないように心
かける。また100円ショップなど
に有るワサビシートなども効果が
あります。

●卵焼き
材料：卵5個（L玉）　水45㏄、本だし2g、醤油9g、砂糖15g
最初にお椀を計りに乗せて、本だし2g、醤油9g、砂糖15gを計
っておく。……ⓐ
ボウルに卵を入れかき混ぜ、水45㏄とⓐを入れてかき混ぜて玉
子焼き用のフライパンで焼く。
●唐揚げ
材料：鶏肉300g、醤油大匙1,1/2、酒大さじ2、胡麻油小さじ1、
味の素3g、生姜1片、ニンニク1片
ボウルに1口大に切った鶏肉の中に上記の調味料を入れて1時間
以上漬け込む。割りほぐした生卵（1個）を入れまぜて油で揚げる。
●魚の照り焼き
●万能漬けこみたれ：水100㏄ ,醤油30g、砂糖14g（計りで醤
油30g、砂糖14gを計っておく）……ⓐ
袋にⓐの調味料と魚を入れて1晩漬けこむ。
焼き上がりに醤油1、酒1、砂糖1みりん1を合わせたものを上か
ら塗り照りを付ける。

（『ホントのツボが
ちゃんと押せる本』
加藤雅俊著より）

（『ホントのツボが
ちゃんと押せる本』
加藤雅俊著より）

調理場さんの簡単レシピ

テーマ【運動会】
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加藤美濃里さん
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駒井美穂さん
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田村久実さん

鍼灸師
中村美登里さん

受　付
江田麻郁さん
小林恵さん

　6月上旬、私の娘が産まれました。
　思い返せば、妻の昨年の10月ぐらいから始まったつわり。その
後の妻の体重増加や、足のむくみ。いろんなことがありました。
　最後のお産も壮絶でした。
　破水して二日間、点滴で陣痛をつけてずっと痛み耐えて耐えて
その末やっと産まれました。院長をはじめ、篠倉先生、助産師の
関さん、渡辺さん、後藤さん、米元さん……その他すべての人が
いないと下からのお産は無理でした。
　ここで改めて御礼申し上げます。
　早いものでもう、 2 ヶ月経過しました。
　毎日毎日成長していく娘をみてうれしく思っています。
　絆の会の皆様の子供もいろんな歩幅ではありますが、日々成長
していっていると思います。成長していく過程で、いろんな疑問が
ありますが、ほとんど知らないことだらけです。実は、産科医はお
産まではスペシャリストですが、お産終わってからの子供のことは、
まったくわかりません。ミルクのあげ方やお風呂の入れ方をしっか
り助産師さんに習って、家で試行錯誤行っています。
　家に帰れるときは、毎日お風呂も入れますし、夜寝てるとき3回
ほどミルクで起きますが、2回ぐらいは私が起きてミルクをあげて
います。妻は母乳が少ないようで8割ぐらいがミルクです。
　最近、ダイエットもかねて、5時頃のミルクのあとは、目黒川の
ほとりを散歩しています。もし見かけたら声かけてくださいね。（そ
んな早い時間には誰もいないですね。）
　オムツを替えることも、爪を切ることも、あやすことも、できる
だけやってあげたいと思います。
　まだまだ新米なので、絆の会の皆様に逆にいろいろ聞くかもし
れません。そのときはよろしくお願いいたします。 
　しかし、保育園まだ見つかりません。がんばって探さないと、来
年度の私の仕事にも関わってきます。みんなどうしているでしょう？
　子供が生まれるといろんな生活がかわるといいますが、やらな
いといけないことが子供中心になって毎日いろいろがんばっていま
す。バギーを押している姿をもし見かけたら、声かけてくださいね。
　また近況報告します。 

　4月30日に水中出産で第4子を出産しました。
　4人目なので、本陣痛が始まれば進みが早く、プールに
入ってからたった3回の陣痛で産まれました。
　バースプランに書いたとおりに、子供たちもプールに入
って赤ちゃんを迎えることができ、本当に楽しかったです。
育良クリニックのブログには詳細を書きましたが、赤ちゃ
んが出てからまだ水中にいる間の表情が、本人はまだ産ま
れていることに気づいていないような感じで、今思い出し
ても笑ってしまいます。
　今、産後約3 ヶ月なのですが、もう一人産みたくなるく
らい元気です。
　お産が早かったからかと思ったのですが、時間自体は3
男の時とそこまで変わらず。
　そうだとすると、ガスケ・アプローチをしっかりと意識
して分娩と産後1 ヶ月を過ごしたことでしょうか。
　ガスケ・アプローチ、身につけるまではなかなか時間が
かかりますが、実践できるとかなり効果が実感できます。
私は、産後、股の間の底が抜けそうな感覚も、尿トラブル
もありませんでした。
　体が元気な分、周りからの助けは減り、退院した瞬間ド
タバタ生活が始まりました。
赤ちゃんでも、外に連れ出されてしまうのは、下の子の宿
命……。
　元気いっぱい育っています。

寺田Dr.女児誕生和田マネージャー出産 とうとう
産まれました。

パ
パ
そ
っ
く
り
で
す
！

院
長
に
取
り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
！



９ヵ月ひよこの会

1歳お誕生会 7月

5月

4月

6月

4月 5月

あっという間の１年でした。こ
れで最後の集まりとなると
淋しいです。みんなの成長
に感激しました！

子供に動きがでてきて他の子
達と遊ぶ姿、成長が見られて
よかったです！離乳食のお話参
考になりました。 7月

２ヵ月めだかの会

5月

7月 手遊びと歌を覚えて、家
でもやってみようと思いまし
た！たくさんの赤ちゃんと触
れ合えて、楽しかったです！

4月

6月

6月



あとがき
　絆の会会員の皆様
　いよいよ本格的な暑い日々が訪れることと思いますが、お元気でお過ごしで
しょうか？
　今年の春、育良は満20年目の節目を迎えることができました。
　20周年のお祝いをどういう形にするのか？
『形式にこだわらず内輪で楽しく』というのが当初の総意で、記念史の作成等
は予定にないようでした。しかし、理事長の高校時代の親友の奥様（育良ロ
ゴマークの作成者であり、絆の会の会員のお母様）から、「是非、形も残しま
しょう」と提案して頂き、私も初年度に産まれた赤ちゃんが大人になる大きな
節目の年になりますことから、形を残したいと申し出実現させて頂きました。
　間際になっておりましたので、急ぐことも多かったのですが、専門家でもあ
る奥様が引き受けてくれ、私としましても気に入った20年史ができました。
　又、作成に当っては、日常の業務で手一杯の職員も嫌な顔ひとつせず、資
料集め等煩雑な作業に参加してくれ、4月14日の祝賀会に間に合わせてくれま
した。
　理事長が記しておりますように、祝賀会にお呼びした代表患者様は約1万
1,000人（20年間の出生数）の中のわずか３組です。
　その後、職場体験に来てくださった中学生のお1人は育良っ子ということで
すので、お呼びできなかった沢山の方に改めてお詫びします。

　そんな矢先、理事長が巻頭言で述べている残念なことが起こりました。対
応の不手際が重なり、大切な患者様に不快な思いをさせてしまったことに申し
訳なさ一杯で、早速全職員の反省文と今後の対応文を提出してもらいました。
　そんな中、非常に救われたことは、沢山の前向きな意見の中でもとりわけ１
人の助産師が今回の件を相手の立場に立ってとらえていることでした。
　ともすれば反省文と後悔文ならまだしも、我関せずであったり、人のせいに
してしまいますが、その助産師さんの高い精神力に沢山のことを学びました。
　そして立場を頂いている私自身にそんなはずはないと思うおごりが出ていた
ことを反省しました。
　育良の開院当初よりのモットーは、「安全な環境のもとでの自然分娩」を基
盤として、「職員すべて感じがよいし、ここで産んで良かった」と思って頂け
る満足したお産を目指し、沢山の方から賛同を得てきただけに、今回の件を貴
重な教訓として活かしていきたいと思います。
　育良も20年経って良いことも悪いことも内部からはわからないことが増えて
きていると思います。
　お気づきの点があれば、皆様からも遠慮なくどしどしお申し出頂きたいとお
願いいたします。
　どうぞこの夏もお体大切になさって、沢山の楽しい思い出をつくっていただ
いたいと願っております。

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。

GM　浦野 良江

集
会
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め
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、

１
才
お
誕
生
日
会

８月：	２ヵ月	 11日	 10：00～ 11：30
	 ９ヶ月	 25日	 10：00～ 11：30
	 １才	 11日	 12：00～ 13：30
９月：	２ヵ月	 8日	 10：00～ 11：30
	 ９ヶ月	 22日	 10：00～ 11：30
	 １才	 8日	 12：00～ 13：30
10月：	２ヵ月	 13日	 10：00～ 11：30
	 ９ヶ月	 27日	 10：00～ 11：30
	 １才	 13日	 12：00～ 13：30
11月：	２ヵ月	 10日	 10：00～ 11：30
	 ９ヶ月	 24日	 10：00～ 11：30
	 １才	 10日	 12：00～ 13：30
12月：	２ヵ月	 8日	 10：00～ 11：30
	 ９ヶ月	 22日	 10：00～ 11：30
	 １才	 8日	 12：00～ 13：30

参
加
資
格　
絆
の
会
会
員
で
集
会
月
に
そ
の
月
齢
に
あ
た
る
方
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　絆の会員の皆様！暑い日が続いていますが
楽しい夏をお過ごしですか？
　子供の頃は楽しかった夏休みも母となると
なかなかハードな毎日ですよね。
　さて、育良では先日毎年恒例の納涼会が代官
山花壇で開催されました。
　育良スタッフやいつもお世話になっている
方々を招いて、おいしいお酒と中華を食べなが
らの楽しい会となりました。
　納涼会では、様々なゲームなども行われ、会
場は沢山の笑顔で溢れていました。
　春に入職した新人対抗クイズ大会には、私も
新人の１人として参戦！
　どんなクイズが出されるのだろうとドキド

キしていると、育良のスタッフの名前をどれだ
け覚えているかや直属の先輩に関する問題が
出題され、新人全員パニック！ (笑)
　それでも一生懸命考え、正解した時の喜び、
みんなの盛り上がりをみて嬉しくなりました。
　このクイズのおかげで、私たち新人のことも
みなさんに知っていただけたし、これからもっ
とコミュニケーションをとって、スタッフとの
絆を深めたい！育良クリニックを盛り上げて
いきたい！と思いました。
　クイズ大会の優勝者はなんと・・・私がいた
だいてしまいましたー！！！
　気になるご褒美は、育良クリニック院長との
ペアお食事券！ (期限・回数・金額上現なし)

　どんなおいしいものをご馳走してもらおう
かな～♪
　夏本番！皆様体調にお気をつけてお過ごし
下さいね。
　次の会報は冬の予定です。また冬号でお会い
しましょう☆

育良スタッフ　E
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診療時間（完全予約制）
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 婦人科 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

●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：星、五十嵐、江田、関）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

絆の会員の皆様。いつも会報をお読み頂きましてありが
とうございます。会員の皆様にお知らせです。

次回号から、皆様の日常生活で
1.出産の時の出来事。　
2.こんな嬉しい事ありました！（ベビーちゃんの事
とか育良クリニックでの事とか)　
3.こんなサークルやってるので参加しませんか？
などのお知らせ。(営業目的の宣伝などはお断りさせて頂きます)
などの記事を載せていきたいなと考えてます。
皆様からのお便り、メールお待ちしております。

（沢山のご応募がありました時にはこちらで選ばせて頂きます。ご
応募頂きました写真や資料はご返却できませんのでご注意下さい。）

☆お便り募集☆ 育良ママさん達からのメッセージ
お待ちしております！！

宛先　〒153-0051　目黒区上目黒1-26-1　
　　　中目黒アトラスタワー5F　絆の会報投稿係　宛
　e-mail:kizuna@ikuryo.or.jp　
　件名に ｢絆の会報投稿｣ とお入れ下さい。


