2018/1/12

「助産所における連携医療機関確保推進のための研修会」 会場一覧
会場名

会場住所

定員

会場ＵＲＬ

（本会場）日本助産師会 2F講堂(東京都)

〒111-0054 東京都台東区鳥越2-12-2

50

助産院エ・ク・ボ(北海道)

〒063-0826 北海道札幌市西区発寒6条１０丁目１０-3

15

マンマケアまつえ助産院(青森県)

〒030-0904 青森県青森市茶屋町3-20

15

http://www.manma-care.com

岩手県立大学アイーナキャンパス学習室4(岩手県)

〒020-0045 岩手県盛岡市駅西通1-7-1

32

https://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina/toppage.html

日立システムズホール仙台 会議室１(宮城県)

〒981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5

14

http://www.sendaiycc.jp

秋田大学医学部保健学科(秋田県)

〒010-8543 秋田県秋田市本道一丁目１－１

30

http://www.med.akita-u.ac.jp/honen

こみゅーん助産院(福島県)

〒970-8036 福島県いわき市平谷川瀬字仲山町20-1

35

http://www.cw-jyosanshi.com/

一般財団法人脳神経疾患研究所 総合南東北病院 第5会議室(福島県)

〒963-8563 福島県郡山市八山田７丁目１１５番地

48

http://www.minamitohoku.or.jp/access/access.html

みどりご助産院(茨城県)

〒311-0117 茨城県那珂市豊喰1108-4

10

http://midorigo8841.com/

助産所 ままと赤ちゃんの家(栃木県)

〒325-0033 栃木県那須塩原市埼玉451-1

5

https://www.mumbaby.biz/

本会事務所（鈴木助産院内）(群馬県)

〒373-0018 群馬県太田市丸山町２５０－７

20

https://www.jyosansi-gunma.com/

こんどう助産院(埼玉県)

〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東3-6-22

10

http://www.kondo-jyosanin.com/

千葉市生涯学習センター (千葉県)

〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天3丁目7-7

20

www.chiba-gakushu.jp

公益社団法人東京都助産師会館5階会議室(東京都)

http://www.jmat.jp/

＜満席 受付終了＞齋藤助産院(神奈川県)

〒112-0013 東京都文京区音羽1-19-18 公益財団法人 東京 20
都助産師会館
〒253-0008 神奈川県茅ヶ崎市芹沢１００４－１０
10

かもめ助産院(神奈川県)

〒238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町2-80

15

http://kamomejosanin.com/

めぐみ助産院(神奈川県)

〒230-0015 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2-15-18

5

一般社団法人川崎市助産師会事務所(神奈川県)

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口4-18-7

10

http://kwsk2011.server-shared.com/

山本助産院(神奈川県)

〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦2-14-12

8

http://yamamotojosanin.com/

助産院バースあおば(神奈川県)

http://www.niigata-kango.com/kyokai/map.html

株式会社MITAS 金沢支店 会議室(石川県)

〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町509-1 中谷都 7
第3ビル1階
〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町2-11 看護研修セン 30
ター2階
〒920-9216 石川県金沢市直江町３５街区１番地
50

健康科学大学産前産後ケアセンターママの里(山梨県)

〒406-0036 山梨県笛吹市石和町窪中島587-112

10

http://www.kenkoudai.ac.jp/sangocare/access

長野県看護大学(長野県)

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂1694

20

http://www.nagano-nurs.ac.jp/

東御市民病院(長野県)

〒3890502 長野県東御市鞍掛198

20

hospital.city.tomi.nagano.jp/simin/

新潟県看護研修センター2階中会議室(新潟県)

http://www.midwife.or.jp/common/access.html

http://www.netlaputa.ne.jp/~umu-umu/index.html

www.mitas-inc.co.jp/company/office
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空 助産院(岐阜県)

〒501-6313 岐阜県羽島市下中町加賀野井483

15

http://ku-jyosanin.com/

常葉大学 水落キャンパス2F２０４教室(静岡県)

〒420-0831 静岡県静岡市葵区水落町1-30

50

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/campus/shizuoka-mizuochi/

愛知県助産師会事務所(愛知県)

〒464-0077 愛知県名古屋市千種区神田町5-8 3階

20

http://aichi-josanshi.jimdo.com/

助産院エンジェルスマイルモモ(三重県)

〒516-1102 三重県伊勢市佐八町2022-1

15

http://angel-smile-momo.com/

滋賀県助産師会 子育て女性健康支援センター(滋賀県)

〒520-3041 滋賀県栗東市出庭1199-2

20

http://shiga-mw.org

しんかい助産院(京都府)

〒619-0214 京都府木津川市木津川原田3-7

8

京都府助産師会館(京都府)

〒604-8493 京都府京都市中京区西ﾉ京南両町33ー１

30

http://kyoto-midwife.jp

舞鶴市商工観光センター(京都府)

〒625-0036 京都府舞鶴市字浜６６

15

http://maizuru-bay.com/

大阪府助産師会 ２F研修室(大阪府)

〒543-0032 大阪府大阪市天王寺区細工谷1-1-5

60

http://www.josansi.org/

一社）兵庫県助産師会(兵庫県)

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目8-14-305号 30

http://hyogo-josanshikai.com/

やまと郡山城ホール(奈良県)

〒632-1160 奈良県大和郡山市北郡山町211-3

20

http://www.yamatokoriyama-library.jp/

むとう助産院(和歌山県)

〒641-0013 和歌山県和歌山市内原582-6

10

mutoujyosanin.moo.jp

岡本助産院(和歌山県)

〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀２０７

20

http://www.eonet.ne.jp/~anlynina/

和歌山県立情報交流センター ビッグ・ユー(和歌山県)

〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町3353-9

30

big-u.jp

西江助産院(鳥取県)

〒683-0825 鳥取県米子市錦海町2丁目9番6号

5

島根県立大学 出雲キャンパス ３号棟 217講義室(島根県)

〒693-8550 島根県西林木町151番地

100

＜満席 受付終了＞かねこ助産院(岡山県)

〒712-8043 岡山県倉敷市広江８－１８－１

6

広島県助産師会事務所(広島県)

〒731-0121 広島県広島市安佐南区中須1丁目44-26-8

15

https://hiroshima-josanshikai.com

助産院 赤ちゃんのほっぺ(山口県)

〒753-0211 山口県山口市大内長野419-4

8

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%927530211+%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E5%B

いのちの応援舎 (香川県)

〒761-0101 香川県高松市春日町1176番地

6

まつやま助産院(愛媛県)

〒790-0804 愛媛県松山市中一万町2-1

15

ehime@himejyo.jp

こうち男女共同参画センター「ソーレ」(高知県)

〒780-0935 高知県高知市旭町3丁目115番地

30

http://www.sole-kochi.or.jp/

情報プラザ人の駅(福岡県)

〒811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前2番1号

36

http://hitonoeki.jp/

長崎県勤労福祉会館(長崎県)

〒850-0031 長崎県長崎市桜町9-6

20

http://www.nsbm.jp/kaikan/

熊本県助産師会館(熊本県)

〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山３丁目３番２５号

40

http://www.web-clover.net/mw-kumamoto/index.html

大分県助産医師会 「子育て・女性健康支援センター」(大分県)

〒870-0035 大分県大分市中央町4丁目２－２９園田ビル2階

30

http://yoiosan.server-shared.com/index.html

http://izumo.u-shimane.ac.jp/utilities/access.html
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ほのか助産院(宮崎県)

〒885-0112 宮崎県都城市乙房町1588‐1

10

池田助産院(宮崎県)

〒889-2533 宮崎県日南市大字星倉4418

10

http://www.enavi.pref.miyazaki.lg.jp/pb_md_josan/pb_md_josan_info/1147?fileout=1
http://midwifemap.com/ikeda-josanin/mysite/access/

鹿児島県助産師会館（鹿児島中央助産院）２階 多目的ホール(鹿児島県)

〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷６丁目17-18

30

http://k-midwife.or.jp/

沖縄県助産師会 母子未来センター(沖縄県)

〒904-0004 沖縄県中央4-15-12

40

http://www.bosimirai.com/okinawa-jyosansikai/
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