和歌山市

和歌山県助産師会

和歌山市

岡本助産院
岡本 富士子
〒641-0007
和歌山市小雑賀207
073-428-7737

ひろ母乳育児相談室
河野 裕子

安全安心な食事と木の香
りのする施設です。自然
なお産と母乳育児のお手
伝いを致します。

anly-nina2006@nike.eonet.ne.jp
分娩(入院.訪問)、授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪
問）、産後ケア（宿泊.帰り.訪問）、産前クラス、性教育、健康教育・相談（思春期.
更年期）、メール相談

桶谷式母乳育児相談室で

す。お気軽にご相談くだ
〒649-6313
さい。
和歌山市楠本1-45
073-461-0939
hirobis@gaia.eonet.ne.jp

開業助産師一覧

授乳・育児相談 乳房ケア（来所）

和歌山市

和歌山市

むとう助産院
武藤 啓子

分娩(入院.訪問)、授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪
問）、産後ケア（宿泊.日帰り.訪問）、産前クラス、育児サークル、メール相談

岩出市

Babyママサロン
山本 記美代

御家族で新たな命の誕生を
迎えるお産。家族入院も可能
です。また、他院でお産され
た方の相談やケアも行ってい
ます。

〒641-0013
和歌山市内原582-6
073-419-0038
090-1715-6656
mw-keiko-muto@jtw.zaq.ne.jp

〒640-8390
和歌山市有本401-12
090－9623ー6079
ラインID：@873cnqnd

ママの骨盤・乳房ケアや
赤ちゃんの向き癖や夜泣
きなどのお困りごとに対
応したケアをしています。

授乳産・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産前産後骨盤ケア（訪問）、
産前・後サポート（訪問.オンライン）、子育て・孫育て相談、頭蓋仙骨療法（赤ちゃ
んケア.訪問）

〒640-8326
和歌山市新留丁32
073-422 -2375

母乳育児相談はぐはぐ
有馬 美保

育児相談、乳房ケアを来
所でしております。
予約制ですが、急な場合
は対応しております。

〒640-8435
和歌山市古屋507-170
090-2066-8896

授乳・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）
イトオテルミー温熱刺激療法、メール相談

助産師 塩路園子
塩路 園子

産むこと、育てることを
楽しめるように、お手伝
いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

岩出市
090-1029-1999

mw.sonoko
授乳・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）、産前産
後サポート、赤ちゃん訪問
紀の川市

和歌山市

にじのわ助産院
眞砂 真弥
090-7874－3536

出張専門です。性教育講
座もしています。「自分ら
しく」を大切に寄り添いな
がらケアします。

ラインID:nijinowa503
nijinowa.josanin@gmail.com
育児相談、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）、産前クラス、育児サークル、子育て講座、
性教育、健康教育（思春期）、メール相談
和歌山市

浜野母乳育児相談室
浜野 優子
〒640-8303
和歌山市鳴神909-1
080-1434-5531

マタニティハウス

calm
北村 真由美

〒641-0012
和歌山市紀三井寺438-9
090-7554-3461
calm-jyosanin@jcom.zaq.ne.jp
授乳・育児相談、乳房ケア(来所.訪問)、沐浴指導(来所.訪問)、産後ケア(訪
問)

ラインID:yumekyosi
性教育（幼小中高校生.保護者向け）、講師派遣、思春期相談、ライン相談、授
乳・育児相談、乳房ケア（来所）

産前産後サポート
フィーカ
秋山 広美

北山産婦人科2階を改装し開
設。ちょっとした困り事にも対
応させて頂けるよう、多様な分
野でお手伝いさせて頂ける助
〒640-0401
紀の川市貴志川町丸栖662 産師が在籍しています。
080-6003-6285
hirron.0316@outlook.jp

妊娠中から出産後の乳房
ケア、育児相談などお母
さんが安心して育児がで
きるよう寄り添いながら
ケアします。

授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪問）、産後ケア（宿泊.日帰
り：R4.4月～）、産後ケア（訪問）、産前・産後クラス

紀の川市

岩出市

「性」のことを学びましょ
う。幼小中高校生・大学
生・保護者・教員向けの
性教育講演いたします。

出張専門です。ご自宅を訪
問し、心をこめてお手伝い
をさせて頂きます。訪問地
域 ：岩出市・紀の川市・その
他近隣地域

0osonosono0@gmail.com

授乳・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）、産前・産後クラス、
子育て・孫育て講座、性教育、健康教育・相談（思春期.更年期）、講師派遣、メール相談

和歌山市

心身ともにほっこりリラッ
クスして、前向きに育児に
望めるようお手伝いさせ
ていただきます。

〒649-6216
岩出市野上野30－8
090－5049－6026
kokomisapouto1969@gmail.com

mihochan.ariman@gmail.com

授乳・育児相談、乳房ケア（来所）

ここみさぽーと出
張助産所
生熊 一都子

2021年度

岩出市

和歌山市
和歌山市

澤母乳育児相談室
澤 典子

あなたのそばに
助産師がいます

なぎ助産院
佐野 陸子

母乳や妊娠・出産・育児に
関する相談、妊娠中や産
後の腰痛、体のトラブル
は、女性のからだを知る
助産師がケアします。

〒649-6214
岩出市水栖264番地の2
0736-68-0320
genki_osan@hotmail.co.jp

骨盤ケア（来所.訪問）、骨盤ケア教室、まるまる育児教室、分娩(入院.訪問)、授乳・育児
相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪問）、産後ケア（宿泊.日帰り.訪問）、健康
教育（思春期.更年期）

ゆるり助産院
伊藤 由己美
〒649-6402
紀の川市北勢田125-2
090-7750-6348

出張訪問専門助産院です。
乳房ケア・育児の相談・ベ
ビーマッサージ講座など
を行っています。

yururi.j＠gmail.com
授乳・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問)、子育て・孫育て講座、性教育、
わらべうたベビーマッサージ、産後ダンス、メール相談

和歌山県助産師会

田辺市

ちひろ助産院
大平 昌子
〒646-0027
田辺市朝日ヶ丘3-20
0739-22-1138
ラインID：＠096vzzbv

「楽しい妊娠、楽しい
出産、楽しい育児」
をサポートします
midwaife.shoko55t

あなたのそばに
助産師がいます

分娩(入院)、産褥入院（早期.短期）、産前産後の骨盤ケア、授乳・育児相談、
沐浴指導/実施、地域の産後ケア事業（宿泊.日帰り.訪問）、育児サークル、乳
幼児発達相談、子育て・孫育て講座、性教育、健康教育（思春期.更年期）、講
師派遣（看護母性.助産学科講義）
海南市

上富田町

田辺市

大西助産院
大西 里美

〒646-0062
田辺市明洋2丁目10－36
0739-25-5193

授乳・育児相談、乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）

海南市

母乳育児相談ながさこ
出張専門の開業助産師で
永嶒 祐加
す。ご自宅等へ訪問して
642-0015
海南市且来128-11
090-6209-1049

福助産院
成川 晴美

出張専門助産院です。

〒642-0023
海南市重根2148-18
073-487-1951
090-3675-9243

産前産後ケアハウスとし
て実家で過ごすような気
分で気楽に利用していた
だきたいと思っています。

fukusanba2938@yahoo.c
o.jp
分娩(入院.訪問)、産前産後骨盤ケア、授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導
（来所.訪問）、産後ケア（宿泊.日帰り.訪問）、子育て講座、健康教育（更年期）、健康相談
（思春期.更年期）

嵐助産院
嵐 美樹
646-0102
田辺市秋津川3916-1
090-7757-4511

vkmb80007@gaia.eonet.ne.jp
授乳・育児相談、乳房ケア、沐浴指導、産後ケア

完全予約制。
「産前産後からだメンテナ
ンス」と「赤ちゃんケア」を
承っています。

有田市

翠助産院
宮﨑 翠
〒649-0432
有田市宮原町東215
有田市福祉館なごみ2階
050-8881-5973

骨盤ケア、乳房ケア（来所.訪問）、授乳&育児指導、産後ケアデイサービス型（田
辺市産後ケア事業）、産前クラス（田辺市）

「あなたらしく」を大切に、
いたわる、寄り添う、共に
育む。

midori0327@icloud.com
midorijosanin
ラインID：@577jyhso
授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、骨盤ケア、産前産後の運動指導、沐浴
指導（来所.訪問）、産後ケア（日帰り.来所.訪問）、産前・産後クラス、育児サー
クル、子育て・孫育て講座、性教育、健康教育・相談（思春期.更年期）、講師派
遣、メール相談

ﾊﾞｰｽ･ﾊｳｽ

なかにし助産院
中西 理予
〒644-0012
御坊市湯川町小松原139番地
090-1077-5441

「ﾊﾞｰｽ･ﾊｳｽ」･･･出産だけで
なく、様々な出会いと感動
のなか、いろいろなものが
生まれる場所に･･･という
願いをこめて･･･

sun_riyo_mid@docomo.ne.jp
分娩(入院、訪問)、授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪問）、産後
ケア（宿泊.日帰り）、育児サークル、性教育、健康教育・相談（思春期）、講師派遣

小さな小さな助産所です。育

児サークル（わらベうた・ヨ
〒649-2102
ガ）岩田公民館にて行ってい
西牟婁郡上富田町岩田
2200－2
ます。
090－9053－2270
tanaka.chie.930@gmail.com
tanaka.chie@blue.plala.or.jp

授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪問）、産後ケア（来所.
訪問）、産前・産後クラス、育児サークル、子育て・孫育て講座、性教育、健康教
育・相談（思春期.更年期）、講師派遣

新生助産所
前地 雅子

子育てに悩んでいませんか？一
人で悩まずに、いつでもご相談
ください。ママと赤ちゃんが笑
顔で過ごせるように一緒に子育
てしましょう。

〒649-2107
西牟婁郡上富田町市ノ瀬
2256-15
0739-49-0667
090-9057-3807
sinnsei.masako.m.w358@outlook.
jp
授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪問）、産後ケア（宿泊.
父親同伴可.日帰り）、イクメンパパ教室、離乳食相談、性教育、健康教育（思春
期.更年期）、講師派遣、思春期講義（高校）、電話相談

田辺市

育助産所
竹田 育子
〒646-0027
田辺市朝日ヶ丘5-3
0739-25-5234

那智勝浦町

訪問させていただきます。

分娩(支援)、授乳・育児相談+乳房ケア（訪問）、沐浴指導（訪問）、産後ケア（訪問）、育児
サークル、性教育、健康教育（思春期.更年期）、健康相談（思春期.更年期）

御坊市

ちえの和助産院
田中 知恵

2021年度

上富田町

田辺市

対応させていただきます。

開業助産師一覧

かづこ助産院
もとだてかづこ
〒649-5333
東牟婁郡那智勝浦町北浜113
0735-52-6798
ラインID:＠eih1370t
sanba-kazuko@nifty.com

当院で出産される方、他院で
出産される方、妊娠・出産・子
育て中のすべての方が気軽に
立ち寄り、相談できる場所で
す。

supersanba

分娩(入院.訪問)、授乳・育児相談、乳房ケア（来所.訪問）、沐浴指導（来所.訪
問）、産後ケア（日帰り.訪問）、産前・産後クラス、育児サークル、子育て講座、
性教育、健康教育（思春期.更年期）、講師派遣、思春期健康相談、イトオテル
ミー温熱療法、レイキヒーリング、メール相談

