徳島県看護連盟

入 会 の ご 案 内
「ベッドサイドから政治を変える」 あなたの声が看護の未来をつくります！
看護職の皆様、現場の声を国政の場に届けましょう！
正会員・特別会員：本部会費 ５,
０００円
賛助会員：１,
０００円

学生会員：無料

＊正会員とは看護協会会員である者

県会費 ３,
０００円

♥

＊特別会員とは正会員の経歴を有し、未就業者で、看護協会会員でない者

徳島県看護連盟だより
第１6号
平成２5年3月１３日

〒７７
０－０８０
１
徳島市上助任町三本松３７５－５
青藍コーポ３０１号室
TEL ０８
８－６３
４－３２９
７
FAX ０８
８－６３４－３
２９
８
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

平成25年度
会員目標数
1,
300名

＊賛助会員とは、看護職以外の方で、看護連盟の趣旨に賛同いただける方
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徳島県看護連盟事務局
ＴＥＬ ０８８－６３４－３２９７
ＦＡＸ ０８８－６３４－３２９８
メールアドレス
kanr
ent
oku1@bz
04.
pl
al
a.
or
.
j
p

編集後記
早花咲月のひとときに想う。
明かりをつけましょ ぼんぼりに、
お花をあげましょ 桃の花…。
とても素敵な日本の唱歌であるが、
なぜか、何となくもの悲しい想いがす
る旋律である。
表紙の勝浦町のビッグひな祭りは壮
観！是非見に来てほしい徳島の名物の
一つである。
もうすぐ年度初め、別れと出会いが
交差する時期だ。心も体もリフレッ
シュして大きく一歩を踏み出そう。７
月には歓喜の声をあげることができる
ように、会員の心は一つ！

フレーフレー石田‼

勝浦町ビッグひな祭り

看護の力で日本を元気にするために
～ 石田まさひろ氏を応援しよう!
!～
目

次

・徳島県看護連盟会長挨拶 ……………………2
・都道府県別会議・リーダーセミナー報告 …3
・研修会報告 ……………………………………4
・ステップ ………………………………………6
（石田まさひろ氏 来県）

・各支部から ……………………………………8
・第3回ポリナビワークショップ i
n徳島 …10
・連盟からのお知らせ・入会案内 …………11
（小島泰代、久保和子、中谷誠子）

12

ձɹɹѫɹࡰ
࣏ͱࢲͨͪͷؔΘΓ
ɹ ͝ ͋ ͍ ͞ ͭ

ࢲୡࠃຽͷͩΕҰਓͱ࣏ͯ͠ͷӨڹΛड͚͍ͯͳ͍ਓ͍·ͤΜɻ

ಙౡޢݝ࿈ໍձɹখౡɹହɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

ɹ

ɹࢲୡͷੜؔʹ׆ΘΔ͜ͱΛܾΊΔͷ͕࣏Ͱ͢ɻ

ɹय़ͷ༧͕ײɺ͔ͦ͜͜͠ʹժਧ͍͓ͯΓ·͢ɻۙ͘ɺձһͷօ༷ʹͳʹ͔ͱ͓

ɹɹ࣏ཧͱ࣮ݱΛͭͳ͙ເͷՍ͚͢Ͱڮɻ

͍͠ʑΛ͓ա͝͠ͷ͜ͱͱଘ͡·͢ɻ͍ͭޢ࿈ໍ׆ಈʹ͝ࢧԉɾ͝ྗڠΛࣀΓɺ༗͏
͍͟͝·͢ɻࠓ͔Β࿈ໍͷ׆ಈঢ়گΛΑΓଟ͘օ༷ʹ͓Βͤ͢Δ͘࿈ໍͩΑΓΛ

ɹɹɹ࣏͕มΘΕ͘Β͕͠มΘΓ·͢ɻ

ؒ⚒ճൃߦ͢Δ͜ͱʹ͍ͨ͠·ͨ͠ɻࠓճɺओʹ⚒
⚔ޙͷॾ׆ಈใࠂΛ͓ͯ͠ࡌܝΓ·͢ͷͰɺ͓௨͠ͷ

ɹɹɹɹ࣏͕มΘΕະདྷ͕มΘΓ·͢ɻ

্͝ҙݟ͝ఏݴΛ͍͚ͨͩΕ͘͠خଘ͡·͢ɻ
ɹ·ͣͬͯ͏Ε͍͓͠ΒͤͰ͢ɻࡢͷऺٞӃબͰڍձһͷօ༷ͷ͍ئ௨Γ⚓ظબΛՌͨ͞Ε·ͨ͠

ɹɹɹɹɹ࣏ະདྷΛͭ͘Γ·͢ɻબڍະདྷΛબͼ·͢ɻ

Ѩ෦ढ़ࢠٞһ͕ʮ֎େਉʯʹब͞Εɺӹʑ͝׆༂͞Ε͓ͯΓ·͢ɻͦͯ͠ࠓɺޢ࿈ໍͰɺੴా·͞

ɹɹɹɹɹɹޢͷ͋ΓΑ͏੍ʹΑͬͯࠨӈ͞Ε·͢ɻ

ͻΖࢯͷ໊લͱࡦΛΊΔͨΊಋΛ߹ݴ༿ʹ֤Ͱݝʮϗοϓɾεςοϓɾδϟϯϓʯͱஈ֊తʹ༷ʑͳ׆ಈ
Λల։͓ͯ͠Γ·͢ɻձһͷօ༷ͷ͝ࢧԉʹΑΓɺޢ৬Ͱͷੴాࢯͷ໊ஈʑͱ্͕Γͭͭ͋Γ·͕͢ɺ

ɹɹɹɹɹɹɹ੍Λม͑Δͷ࣏ՈͰ͢ɻ

·ͩ·ͩेͰ͋Γ·ͤΜɻ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ࣏ՈΛͭ͘ΔͷࢲୡͰ͢ɻ

ɹಙౡ͚͓ʹݝΔʮੴా·͞ͻΖࡦڀݚձʯͷ࿈ໍձһͷՃೖΛΈͯ⚓݄⚑⚗Ͱࡏݱ
⚗
⚖Ͱ͢ɻࡦݚ
ڀձͷՃೖɺ୭ͰݸਓͷҙࢥͰͰ͖Δ͜ͱͰ͕͢ɺձһͷ⚔ͷҰͷํ͕ະՃೖͱ͍͏ݱঢ়Ͱ͢ɻ
ʮ͕ࣗ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹޢͷະདྷࢲͨͪͷ׆ಈʹ͔͔͍ͬͯ·͢ɻ

͠ͳͯ͘େৎʯ
ͱͷଞྗຊͰئతͷୡͰ͖·ͤΜɻઌഐ͕ͨͪࠓͷڥޢΛͭͬͯ͘Լͬͨ͞Α͏

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹޢ࿈ໍͷεϩʔΨϯʮϕουαΠυ͔Β࣏Λม͑Δʯ

ʹࢲୡকདྷʹ͚ͯࠓ͖͢͜ͱΛਐΊ·͠ΐ͏ɻ͜Ε͔Β͕উෛͰ͢ɻ
ɹޢͷະདྷͷͨΊʹɺࠃຽͷ݈߁ͷͨΊʹɺͦͯ͠ԿΑΓࣗࣗͷͨΊʹɺޢ৬ͷҰһͱͯ͠ձһͻͱΓ
ͻͱΓ͕࣏ࢀՃͷॏཁੑΛೝࣝ͠ɺҰਓͰଟ͘ͷํʹੴాࢯΛཧղͯ͠Ԡԉ͚ͯ͠ΔΑ͏ߋͳΔ͝ཧղͱ
͝ྗڠΛΑΖ͓͍͘͠ئਃ্͛͠·͢ɻ
ɹౙͷ໊Γͷͩ·͕͞פগ͠ଓ͖ͦ͏Ͱ͢ɻ
ମྗΛ͚ͭͯɺ
ेྗؾʹɺ
ྗΛͯ͠ۦɺͱʹؤுΓ·͠ΐ

看護連盟からのお知らせ
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＊看護協会・看護連盟合同研修会
日

時：平成25年３月２日
（土）
13:30〜15:30
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＊石田まさひろ自由民主党参議院
比例区支部長来県予定
ステップ
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場

所：徳島県看護会館３Ｆ

平成25年5月28日
（火）
〜29日（水）午前中
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内

容：元気な心で元気な毎日

美馬・三好、吉野川、阿波支部を中心に施設訪問

〜心のリフレッシュ術〜
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講

師：鎌田

敏

先生

ジャンプ（徳島県 石田まさひろ総決起大会）

終了しました。参加者117名でいろんなスト
レスマネジメント法を学び、実践し、心のリ

平成25年5月29日
（水）
場所：徳島県看護会館3階大会議室

フレッシュができました。
「笑顔は人を元気にする」毎日実践しましょう !

＊日本看護連盟通常総会・
石田まさひろ総決起大会
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＊平成25年度
徳島県看護連盟通常総会
開催日：平成25年6月22日
開催場所：徳島県看護会館

13：00〜
3 階大研修室

都道府県会長・幹事長・支部長合同会議
開 催 日：平成25年6月13日
開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京
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●

●

都道府県別会議（日本看護連盟主催）報告
●

●

平成２４年１０月３日
議

９時～１２時

題：看護連盟の組織強化及び選挙対策について

出席者：１６名（県役員・支部長）
議事内容
日本看護連盟

阿津公子幹事長より石田まさひろ関係の経過報告及

び第一回知名度調査結果について、徳島県看護連盟小島会長より、石
田まさひろ政策研究会の入会状況と課題、今後の計画について報告が
なされた。看護連盟の組織強化として、若手会員の育成、施設連絡員
及び病棟連絡員の活動、会員確保について話し合われた。次に選挙対
策としては後援会の名簿集め及び名簿確認について協議された。石田
まさひろ政策研究会名簿集計３
７７９は目標数をクリアしているが、今後
確認作業を確実に実施し、未回収がある支部は引き続き回収していく
こと、又一般人対象の後援会名簿依頼は１月頃から実施し、地方議員
へのアプローチはまず地元の身近なところからはじめていくこと。組
織強化については、リーダーや病棟連絡員を増やしてきめ細やかな伝
達をしていくこと、一人一人の入会の積み重ねで会員の増加をめざす
こと、看護協会の力が大きく影響するため、協会長に働きかけること
等の協議がされた。

（幹事長

久保

和子）

●

阿津公子幹事長のやさしい笑顔の裏に
ある強い意志が熱伝導で役員・支部長に伝
わりました！

●

リーダーセミナー
（日本看護連盟・徳島県看護連共催）
報告
●

●

平成２４年１０月３日（水） １３時～１６時１５分
講

師：日本看護連盟幹事長

阿津

公子

参 加 者：４８名（施設連絡員・病棟連絡員・支部役員）
研修内容：講演「安心して活動するために」
DVD学習「ルールを知って、安心して活動しよう」
GW「選挙違反をしないために、
私たちの出来ることは」
政治活動（後援会活動）と選挙運動について、政治活動を行
う上での注意点、公務員の政治活動の制限、選挙に勝つための
心得等について、講義、DVD学習にて学ぶことができました。
その後、自分達ができる政治活動、選挙運動についてGWを実
施しました。受講者がほとんど施設のリーダーであっため、活
発に意見交換が行われ、自分自身が施設や地域でどのように活
動していくか、選挙違反しないための具体的な方法が話し合わ
れました。今回学んだことを施設に持ち帰り、参加できなかっ
た会員の方々に伝達し、又DVDをみて学習していただきたいと
思います。
（幹事長

久保

和子）
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●個人会員研修会
平成２４年７月２８日（土） １０時３０分～１３時
会

場：ホテルグランドパレス

講演１

参加者：２４名

看護連盟活動の現状について
講師

徳島県看護連盟会長

小島泰代氏

講演２ 「看護連盟活動をとおして学んだこと」
講師：元徳島県看護連盟会長・佐古健康クラブ会長
滝花佐智子先生
小島会長から、徳島県看護連盟の現状の報告があり、会員数の増加に向
けての組織強化と石田まさひろ氏の紹介がありました。
元看護連盟会長の滝花先生のご講演から、徳島県の看護連盟の成り立ち、
現在の看護連盟がつくられた経緯を知ることができ、現在の徳島県看護連
盟があるのは諸先輩方の努力の賜物であることがわかりました。これから
の看護連盟をしっかり発展させることが私たちの務めであることを再認識
いたしました。又、佐古地域での健康クラブと婦人会活動に積極的にリーダーシップを発揮して活動されてい
る姿に感動いたしました。会員同士、和気あいあいで話が弾み、親睦をはかることができました。（幹事長
保

和子）

●一般会員研修会
平成２４年９月１７日（月・祝） １３時３０分～１５時
会
Ⅰ

場：看護会館

参加者：６２名

講演
テーマ：「“住職と舞踊家”
プロとして２足のわらじを履いて今を生きる」
～プロとは、人を愛するとは、今を生きるとは～
講

師：金

昴先（キム・ミョウソン）先生

四国八八カ所霊場第十三番札所大日寺住職・奥の院國中寺住職
韓国重要無形文化財第２７号僧舞授教育助教人間国宝後継者
Ⅱ

韓国舞踊披露

祈願舞：大和美由貴氏

Ⅲ

・花仙舞曲：林幸子氏・野田文子氏

受講者の感想
・講師の人生経験に感銘した。韓国舞踊も素晴らしかった。
・とても感動した、心に響く講演で参加してよかった。
・「有難う」いい言葉だ、日本人でよかった、もっと話を聞いていたかった。
・感謝の気持ちを家庭や看護の場で生かしたい。
・看護と直接関係ない話で逆に新鮮でよかった。心を洗ってもらった気がする。等
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久

●看護部長ワーク

ショップ

平成２４年１２月１６日（日） １３：００～１５：１５
場

所：徳島県看護会館

参加者：３７名

テーマ：管理者が知っておくべき政治活動・選挙活動
講

師：橋爪

雄彦先生

橋爪法律事務所所長

～事例を通して～
自由民主法曹団副幹事長

徳島県看護連盟看護部長ワークショップに参加して

阿波病院 看護部長

矢部

公子

平成２４年１２月１
６日に徳島県看護会館中研修室にて、職能を代表する立場
にある管理者として、政治活動の重要性を認識するとともに法的な立場か
ら政治活動・選挙活動について注意すべき点を学ぶ。また、個人として今後
の政治活動における立ち位置とそのあり方を明確にするという目的でワー
クショップが行なわれました。最初に「管理者が知っておくべき政治活動・
選挙活動の在り方～事例を通して～」と題して橋爪法律事務所所長・自由民
主法曹団副幹事長の橋爪雄彦先生よりご講演がありました。内容は政治活
動と選挙運動、選挙違反の具体的内容、公務員の地位利用等についてでした。
管理者として気をつけるポイントが理解できました。次に「管理者として政
治活動・選挙活動について困っていること・その対策」というテーマでグルー
プワークをしました。意見交換をすると、いろいろな困りごと・悩みがある
ことがわかりました。それぞれの悩みに対して、橋爪先生からその場でア
ドバイスをいただけてとても良かったです。今までは選挙運動について知
識がなく消極的になっていた部分があったり、スタッフに聞かれてもどう
答えてよいかわからなかった部分がありました。今後はこのワークショップで得たことを参考に看護管理者として、
スタッフが政治に目を向けられるような活動をしていきたいと思いました。

●看護管理者・教育者研修会
平成２５年２月１７日（日） １３:
００～１５:
３０
場

所：徳島県看護会館

参加者：６８名

講演テーマ：看護の未来とこれからの看護職の在り方を考える
講

師：日本看護連盟

副会長

平成２４年度徳島県看護連盟

大島敏子先生

管理者・教育者研修を受講して
徳島県立総合看護学校

佐藤ふさよ

講師は，導入で「看護の未来とこれからの看護職の在り方を考える時、
看護師の自立を阻むもの」として「１．学力 ２．経済力 ３．政治力」で
あると話された。今までの研修とは違う視点で，非常にひきこまれた内
容である。
「学力」は学ぶことで，自分が他者にどんな影響を与えるかを
常に考えて高く広い知識をもち、しかも人格者でなければならない。次
に「経済力」であるが，複雑な病態をもった患者を支援するためには，看
護のプロの実践を評価する社会的アピールが必要である。三番目に「政治
力」を挙げ，全ての出来事には必ず原因がある。原因を見極めて解決の行
動がとれること，それこそが自立した看護師がすることだと強調された。
看護師が社会をリードする時代，看護師自らが語り、動き出さなければ
政治家や行政も動き出さない。気づいた人から「熱伝導」を起こさなけれ
ば…。まず「選挙に行こう」のつぶやきをはじめたいと強く感じた１日で
あった。
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〈ステップ〉
石田まさひろ自由民主党参議院比例区支部長

来県

石田まさひろの政策主張
安心・安全で幸せに暮らせる日本の未来のために、私が取り組むこと

健 康

福 祉

子育て

雇 用

生涯元気でありつづけるために、『健康』をキーワードに、
医療、保健、環境、食などの環境づくりに取り組みます

誰もが住み慣れたまちで暮らし続けるために、医療、介護、福
祉を一本化させ地域ケアの充実に取り組みます

子どもたちの笑顔あふれる未来のために、保育、教育、女性の労
働などと、トータルで安心な子育て支援の充実に取り組みます

若者も、高齢者も障害者も、女性も生きがいをもって働き続ける
ために、就労支援の充実と働きやすい環境づくりに取り組みます

平成２４年１
２月１０日（月）
・１１日（火）の２日間、
石田まさひろ氏 が来県し 看 護 の 力 が 日 本 を 元 気 に す る を
モットーに、施設訪問、支部集会にて、政策主張を行いました。

国民健康保険日和佐病院（美波町）
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小川病院（鳴門市内）

富田病院（美波町）

ミニ集会（阿南医師会中央病院にて）

阿南医師会中央病院

小松島病院

江藤病院（和田島町）

近藤内科病院（新浜町）

鳴門シーガル病院

天満病院（上鮎喰町）

温かいご支援有難うございました。これからも宜しくお願いいたします！
7

各支部から
美馬・三好支部

支部長

西岡

和子

美馬・三好支部の支部長１年生としては、手探りの１年でした。新任支部長として、支部活動が推進できたのも幹
事長をはじめ、監事及び各施設会員の皆様のご支援・ご協力のおかげと改めて感謝いたしております。平成２
４年度は
月１回の支部役員会（幹事長・監事・５施設代表者）、会員を対象にした基礎研修会、阿波・吉野川支部との３支部
合同研修会等の開催、更に看護職の代表を国政に送るための諸活動等、あっという間に今日を迎えたという感があり
ます。また、急遽決定した衆議院議員選挙にあたっては、電話作戦や選挙事務所支援にも関わるという貴重な経験も
することができました。振り返ってみると活動目標の一つでもある会員数の増加等、今後の支部活動をする上で多
くの課題も残っています。課題解決のためには、会員の皆様になお一層のお力添えをいただき、実を結べる支部活動
を目指していきたいと願っております。
会員の皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

阿波支部

支部長

奥村

朋子

阿波支部では昨年8月の都道府県別政策推進集会で来県された石田まさひろ氏に直接私達の思いを伝えることが
出来ました。今回、石田まさひろ氏への応援メッセージを募集したところ以下のような意見が集まりました。
＊看護の代表が国政に出て良かったと実感できるようにして下さい。 ＊私達の代表として石田まさひろ氏を応援し
ています。合言葉は「熱伝導」です。共に頑張りましょう。＊現場で働く皆の声をぜひ届けて下さい。少しでも何か
変わっていけたら！期待しています。＊NSの気持が分かる人だと思います。信じています。頼みます。＊3月に
「選挙に行こうよ。ウオーキング」を計画しています。皆で意識を高めていこうと思います。＊必ず投票に行きます。
＊石田さんの思いと行動力が政治の場で存分に発揮できるようにと願っています。＊私たちも頑張って少しでも多
くの方に石田さんの思いと行動力を知ってもらうようにしたいと思います。＊体調に充分気をつけられてこれから
もご活躍下さい。＊阿波支部一丸となって石田まさひろ氏を応援しています。
応援しています。頑張って下さい。

徳島支部

支部長

原

康子

徳島支部は２つの目標をあげて活動しました。
目標１．連盟の活動を会員に知ってもらうために
①

基礎研修受講率１
０
０%を目指し新会員の研修を実施しました。個人会員の一部に未受講者が残りました。

②

活動計画を役員・リーダー会で報告し、情報を共有することを重視しました。

③

会員数を２１８名から２
３
０名を目標に継続の依頼をしました。
目標２．看護の代表を国政に送るための活動として７０
０票を目指して、①ホップ・ステップと施設訪問に同行、②

石田氏の政策集会への参加促進、③政策研究会への入会を呼びかけました。その他、鳴門・ナルトＳＧの３支部合同
研修会を開催しました。今後は、看護の未来のために、看護の代表を国政に送れるよう尚一層頑張りたいと思います。
会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

鳴門支部

幹事

佐藤美智子

鳴門支部の会員は、鳴門市（シーガル病院を除く）板野郡（藍住、板野、上板、北島、松茂）内の１２７名の会員か
らなり、平野文子支部長を柱に１
５名の役員で運営しています。
私達の目標は「看護の代表者を国政の場に送る」を縦軸に「会員の親睦、会員増の働きかけ」を横軸に徳島県看護
連盟のもと活動を展開しています。
現在は石田まさひろ氏の政策を広めるための活動をしており、石田氏の来県時には、南海病院、訪問看護ステー
ションスマイル、小川病院のご協力のもと、交流や意見交換を深めることができ、大変有意義でした。支部では看護
連盟の意義や目的を知る基礎研修、看護に役立つ知識や相互理解を深める研修会を開催しており、支部の強化を図っ
ております。今後は会員１
４
０名を目標とし看護連盟鳴門支部の活動を看護職や地域の皆様に知っていただくように広
めていきたいと考えています。鳴門支部は役員全員がまとまり和気あいあいと活動出来ていることをご報告いたし
ます、皆様一緒に活動しませんか？お待ちしています！
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各支部から
吉野川支部

支部長

湯浅

敏子

看護連盟の支部長になって一年余。日々忙しい業務以外にこのような役割を受け持っても「困った」という思いが
強かったです。今でも連盟本部から次々やってくる依頼に「ちょっと待って！」と心の中で時々反論しています。看
護連盟は力強く熱い団体であると知りました。
連盟活動に参加してよかったことは、他の病院の方と顔見知りになり情報交換が出来ることでした。自院内のこ
としかわからない状況だったので、貴重な機会を得られたと思います。また昨年は初めて研修会を主催する立場に
なり、良い経験ができました。その他看護連盟の本業である選挙活動では、初めて電話作戦をしたり名簿集めを依頼
したりすることになりました。いつもと違う立場で他人と接する困難さを知りました。政治という視点から看護を
見る必要性をじわじわ感じるこのごろです。

ナルトSG支部

支部長

藤家

豊美

「石田まさひろ」……幹事長だった頃に当院を訪れている。精神科の経験があるというので親近感が湧いた。不平
不満の話にも耳を傾けてくれ、話の切れのすごさに惹かれ、私はそれ以来のファンである。今にして思えば、すでに
政治家だった。
看護協会だけでなく、日本精神科看護技術協会にもお顔を出され、石田節をさりげなく披露。聴講者には、もちろ
ん好評価で、私は気分よく研修を終えることができた。当院を訪れた際には、私が誇らしげに各部署を案内できたこ
とはいうまでもない。
「夢は強く願えば必ず実現する」貫いていくことは苦労も多い。しかし、石田さんは貫く人、そして、報いてくれ
る人だと私は信じている。
アンフィニ新春号で紹介された看護の未来が実現できるように、看護職の想いを結集させ、石田さんを国政に送り
出そう。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

徳島にこんな日本一あります！

日本一低い山

弁天山 標高6.
1ｍ

国土地理院認定の自然にできた日本で一番低い山です。頂上には、海の守り神弁財天が祭られています。山
なのに海の守り神とはこれ如何に？何でも昔はこの一帯は海だったのが、室町時代に水が退き、小島が小山に
なったとか・・・。一番低くこれより下がないということで別名出世弁財天ともいわれているとのことです。山
登りはしたいが、きつい登山は苦手な方にうってつけの山です。

小松島支部

支部長

島谷

明美

こんにちは。今回は看護連盟に対する思いを支部役員に語ってもらいました。
小松島病院多田さん『地域を支える病院として日々進化し続けます。連盟活動も看護の現場を支え、進化する団体
です。支えてみせます。この手で！』 江藤病院山下さん『看護と政治の両輪で一人でも多くの仲間に「熱伝導」を
広め、魅力ある活動ができるようエンジンを全開し頑張っていきます。今すぐには見えないけれど未来の看護界の
ために今できることをやりましょう！』 徳島赤十字病院多田さん・麻植さん『決戦に挑む時です。イ一致団結
新米、ベテラン、OBナース

シ

ダ 代表石田さんを国政へ！』 徳島赤十字ひのみね総合療育センター宮地さん『看護
○

職が心身共に健康で喜びを感じながら働き続けられる環境の実現のために、私達は心を一つにして石田さんを応援
します。
』 それぞれの思いが伝わりましたか。この熱を伝染させていき、一人でも多くの仲間に連盟活動の輪と笑
顔の輪を広げていくことが私達の役割です。笑顔も伝染します。笑った者勝ちになりましょう。

阿南第一支部

支部長

南山

訓子

阿南第一支部では現在連盟会員数は１
０
０名です。毎月一回、小島会長を迎えて役員会を行い、DVDを用いた勉強会
や小島会長のご指導のもと政治、選挙活動について知識を深めています。
また、石田まさひろ氏の政策主張を聞きに行ったり、政策研究会入会を働きかけたりしました。そして昨年１
２月は
ステップ第１段として石田まさひろ氏の病院訪問、衆議院選挙では阿部俊子議員の電話作戦、会員研修として小松
島・阿南第１・阿南第２・南部の４支部合同研修とあわただしい日々でしたが、役員全員が連盟活動に前向きに取り
組み、日頃の業務とは違う刺激をうけ、只今、活動を楽しんでいるところです。今後は基礎研修を受けていない会員
の研修、新人研修を行っていこうと考えています。支部の目標達成に向かって一致団結で行きます。

阿南第二支部

支部長

坂東

啓子

阿南第二支部は平成24年度から阿南共栄病院の施設支部となり、102名の会員で活動しています。役員会は年５
回、小島会長を迎えて実施しています。役員は各病棟リーダー 10名とポリナビ担当1名です。当支部の役員を紹介
します。すべてのことは「必然」とポジティブな考えを持ちながら、実は「ガラスのハート」の持ち主である川下主
任（幹事長）。スタイル抜群、前向きだけどちょっぴり気が短い藤原主任（会計）
。物静かでいつまでも若さと美貌を
保つ池田主任（幹事）。気が長く心が広いが、心配性な前橋看護師（ポリナビ担当）。友達が多く、何でも相談できる
久保主任。粘り強く確実に仕事をこなすがチョッピリ早口な大西主任。冷静な判断とリーダーシップ抜群の外山主
任。前向きでおおらかな性格が妊婦さんに癒しを与える三倉主任。健康で笑顔が素敵な本木主任。姉御肌で困った
時には頼りになる湯浅主任。そして皆様の多大な協力を得て支部の代表をつとめる坂東（支部長）の11名です。さあ、
皆さんも愉快な我々の仲間になって連盟の輪を広げていましょう。看護職の地位向上をめざし労働条件を変えるた
めにも政治の力は必要です。
「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンのもと、看護の代表を送り込めるよう、
一緒に楽しい連盟活動をしていきましょう。

南部支部

支部長

小塚

弘子

新たに名称が変わった南部支部は、久保幹事長のご指導のもと、８月から支部活動として第１回役員会を開催する
ことができました。幹事長を引き受けて下さった現役時代の先輩渡辺さん、場所を提供して下さった幹事の藤原さ
ん、海部病院からはオブザーバーとして住吉さんが参加して下さり、支部役員会が発足したのです。この出会いは支
部長としてだけでなく私自身にとって宝物です。７か月が過ぎ、小松島・阿南第１・阿南第２・南部の４支部合同研
修会や合同役員会をはじめたくさんの行事がありました。今は支部として計画されたことについていくのが精一杯
ですが、いつも勉強になります。「無理をしないでできることをする」会長のこの言葉に救われています。５０名の会
員の皆様、支部の目標達成に向けて、石田まさひろ氏の知名度をあげ政策を広めるよう、ご協力をお願い致します。
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第3回ポリナビワークショップ i
n徳島

開催

平成２４年１１月１７日（土） １３時～１６時
場

所：ふれあい健康館

第２会議室

参加者：４２名（香川４名）
Ⅰ

講

演：｢
キャンパスボーイの軌跡｣

講

師：徳島県に住みます芸人

キャンパスボーイ

NSC大阪校２８期生
よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属
Ⅱ

グループワーク：「みんなで話そう理想と現実」

青年部

委員長

東條

志保

『St
ep For
war
d ～新しい一歩～』をテーマにして、最初に、NSC大阪校２８期生キャンパスボーイより「キャ
ンパスボーイの軌跡」と題して、２人組であるキャンパスボーイの生い立ちやコンビ愛について、キャンパルキャン
パルというギャクを交えながらの講演をして頂きました。その後、２対１で自己紹介をし、その聞きとった内容を第
三者へ伝える他己紹介という紹介の仕方を行ないました。一般的な研修会では、他施設の方もいるのに話す機会も
なく、情報交換もしないまま終わることが多いのですが、こうした方法で楽しく自己紹介をしながら情報交換が積極
的に出来、大変良かったという感想を多く頂きました。
また、グループワークでは「みんなで話そう理想と現実」と題して、就職する前と現場での違いについて話し合い
をしました。患者さんとの関わり方や記録の仕方では、記録ばかりで患者さんとの関わりを持つことが出来ないと
いう意見が多かったようです。それぞれのグループでの話し合いが熱心に行なわれ、つらいのは自分だけではな
かった、明日へのやる気が出たと、スッキリとした表情で会場を後にされました。
今回、徳島青年部となり始めての会でしたが、みなさんのご協力のおかげで無事に終えることができたとともに日
頃の現状について熱く語り合い、同世代が同じ気持ちで日々を頑張っていることを再認識して『St
ep For
war
d
～新しい一歩～』となって頂いたと思います。
こうした研修会を通して、若手の立場で看護連盟を盛り上げればと思っております。できれば毎年企画していこ
うと考えていますので、忙しいとは思いますが、同世代と語り合える場となりますので、ぜひ一度参加して下さい。
ご参加して頂いたみなさま、お疲れさまでした。
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看護連盟からのお知らせ
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＊看護協会・看護連盟合同研修会
日

時：平成25年３月２日
（土）
13:30〜15:30
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＊石田まさひろ自由民主党参議院
比例区支部長来県予定
ステップ
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場

所：徳島県看護会館３Ｆ

平成25年5月28日
（火）
〜29日（水）午前中
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内

容：元気な心で元気な毎日

美馬・三好、吉野川、阿波支部を中心に施設訪問

〜心のリフレッシュ術〜
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講

師：鎌田

敏

先生

ジャンプ（徳島県 石田まさひろ総決起大会）

終了しました。参加者117名でいろんなスト
レスマネジメント法を学び、実践し、心のリ

平成25年5月29日
（水）
場所：徳島県看護会館3階大会議室

フレッシュができました。
「笑顔は人を元気にする」毎日実践しましょう !

＊日本看護連盟通常総会・
石田まさひろ総決起大会
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＊平成25年度
徳島県看護連盟通常総会
開催日：平成25年6月22日
開催場所：徳島県看護会館

13：00〜
3 階大研修室

都道府県会長・幹事長・支部長合同会議
開 催 日：平成25年6月13日
開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京
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徳島県看護連盟

入 会 の ご 案 内
「ベッドサイドから政治を変える」 あなたの声が看護の未来をつくります！
看護職の皆様、現場の声を国政の場に届けましょう！
正会員・特別会員：本部会費 ５,
０００円
賛助会員：１,
０００円

学生会員：無料

＊正会員とは看護協会会員である者

県会費 ３,
０００円

♥

＊特別会員とは正会員の経歴を有し、未就業者で、看護協会会員でない者

徳島県看護連盟だより
第１6号
平成２5年3月１３日

〒７７
０－０８０
１
徳島市上助任町三本松３７５－５
青藍コーポ３０１号室
TEL ０８
８－６３
４－３２９
７
FAX ０８
８－６３４－３
２９
８
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

平成25年度
会員目標数
1,
300名

＊賛助会員とは、看護職以外の方で、看護連盟の趣旨に賛同いただける方

お問い合せ先
徳島県看護連盟事務局
ＴＥＬ ０８８－６３４－３２９７
ＦＡＸ ０８８－６３４－３２９８
メールアドレス
kanr
ent
oku1@bz
04.
pl
al
a.
or
.
j
p

編集後記
早花咲月のひとときに想う。
明かりをつけましょ ぼんぼりに、
お花をあげましょ 桃の花…。
とても素敵な日本の唱歌であるが、
なぜか、何となくもの悲しい想いがす
る旋律である。
表紙の勝浦町のビッグひな祭りは壮
観！是非見に来てほしい徳島の名物の
一つである。
もうすぐ年度初め、別れと出会いが
交差する時期だ。心も体もリフレッ
シュして大きく一歩を踏み出そう。７
月には歓喜の声をあげることができる
ように、会員の心は一つ！

フレーフレー石田‼

勝浦町ビッグひな祭り

看護の力で日本を元気にするために
～ 石田まさひろ氏を応援しよう!
!～
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