看護連盟からのお知らせ
正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人
年会費 8000 円

入会案内
平成27年度

会員募集中
です。
あなたの力が必要です。
ぜひご入会下さい。

徳島県看護連盟だより
第2
号
1

特別会員・・・正会員の経歴を有し、未就業で看護協会会員でない人
年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

賛助会員・・・看護連盟の趣旨に賛同する人（看護職でなくてもよい）
一口 1000 円（何口でも可）
学生会員・・・連盟の趣旨に賛同する看護学生
会費無料

会員の皆様のたかがい恵美子後援会へのご入会と
身近な方のご紹介をよろしくお願いします。
後援会入会者目標 3500 名です！

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
今年は、ことのほか長く猛暑日・熱帯夜
が続いています。会員の皆様にはくれぐれ
も体調を崩さないようにご注意ください。
暑い中大変ですが、来年夏には、
「良かっ
たね！頑張ったね！」と言えることを目指
して活動を続けましょう。よろしくお願い
いたします。
熱中症対策を忘れないでね！
（編集担当 小島泰代・久保和子）
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〒761-0301 香川県高松市林町 2518-7

庭に咲いたガーベラです
花言葉は「希望」「常に前進」
赤色は情熱
連盟会員にピッタリ‼

次

・挨拶 ………………………………………………………２
・平成２７年度日本看護連盟通常総会 代議員報告 ……４
・平成２７年度徳島県看護連盟通常総会 …………………５
・新役員紹介 ………………………………………………６
・支部・青年部の活動 ……………………………………７
・平成２７年度徳島県看護連盟活動計画 …………………１０
・研修報告 お知らせ ……………………………………１２

ˁʙ↚↳↹ⅻⅳ

șȃȉǵǤȉƔǒ
Ǜ٭ƑǔƨǊƴ

⅙ ʴဃ↚ဃⅼဍ૭

徳島県看護連盟事務局

たかがい恵美子議員が
たかがい恵美子議員が
第24回参議院議員選挙の
第24回参議院議員選挙の
組織内代表候補予定者に決定しました。
組織内代表候補予定者に決定しました。
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お問い合わせ先

0120-301507

編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

平成27年8月31
日

TEL：088−634−3297 FAX：088−634−3298
メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

香川営業所

〒７７
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１
徳島市上助任町三本松３７５－５
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目標
1200名‼

（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

徳島県看護連盟

たかがい恵美子
政策推進集会を

10月4日（日）15時から
ホテル千秋閣にて

開催します。
ぜひご参加ください！

かがい恵美子後援会システムの概要説明があり、支部役員、各施設のリーダーの方に名簿の配布、回収、確認作

ご あ い さ つ

業の協力をお願いした。
アートプログラム「いろいろな線と色で遊ぼう」では、臨床美術士によるアートプログラムを体験し、美術の
好きな人はもちろん苦手な人も、脳と心をときほぐすひとときを体感でき、楽しい時間を共有できた。

徳島県看護連盟会長

小島

泰代

晩夏の候 会員の皆様にはお変わりなくご活躍のことと存じます。
いつも連盟活動へのご支援・ご協力をいただき、ありがとうございます。
平成２
７年度は①第２４回参議院議員選挙での看護代表者当選に向けた組織の充実･
強化を最重点目標に②人材育成 ③政治力の強化を掲げて活動を始めております。
特に今年は第２４回参議院議員選挙に向けた活動としてたかがい恵美子の後援会活
動において会員の皆様に更なるお力をいただくことになりますが、何卒ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。徳島県看護連盟は会員数では１０７９名と全国の中で下から３位と低位
ではありますが、選挙時の会員一人当たりの得票数は、多くの会員数を誇る他県と比較しても決して引
けを取りません。むしろ上位に位置しています。これは役員や連絡員をはじめとする会員一人ひとり
が是非とも看護職代表を政治の場に送りたいという気持ちの表れだと思います。とはいえ、連盟会員
数が減少しているのはやはり気になります。参政権が１
８歳以上となり、高校生にも政治的教養を身に
つける機会が与えられる中、すべての看護職の方が専門職としての政治活動について再度考えること
が必要な時期ではないかと思います。看護の未来のために連盟組織はとても重要です｡
会員目標数１
２００
名に向けて支部活動を中心に仲間を増やしたいと思っています。看護はひとつ、「仕事にやりがい、人
生に生き甲斐、看護にたかがい！」を合言葉に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。

日本看護連盟会長

草間

朋子

来る６月２日、平成２
７年度の日本看護連盟の総会を２
０００名近い会員のみなさま
のご参加の下で、無事終えることができました。活力、熱気あふれる総会は力強い
連盟を印象付けることができ、今後の活動のパワーとエネルギーをいただきまし
た。
総会では、来年夏の第２４回参議院議員選挙における候補予定者たかがい恵美子
氏を満場一致で決定していただきました。２期目を目指すたかがい議員を高得点
で国政の場に送ることが連盟の今年の大きな目標です。
少子超高齢社会が加速される中、
「チーム医療のキーパーソンは看護職である」と言われてから久し
くなります。看護職がキーパーソンであるためには、「看護職が輝く」医療看護の環境を整えていかな
ければなりません。このためにも、政治の力が不可欠です。
「元気」
「活気」
「勇気」
「根気」をもって、看護政策の実現に向かって一致団結し「連盟の力」を発揮
してまいりましょう。

たかがい恵美子後援会会長

〈基礎研修・続基礎研修〉
日

時：平成２７年８月１日（土）１
２時３
０分～１
５時０
０分

会

場：徳島県立総合福祉センター ４０
１会議室

内

容：「看護連盟を理解しよう～看護連盟の必要性～」
講師：徳島県看護連盟会長

小島泰代

「お笑い芸を堪能しよう」
講師：お笑い福祉士ボランティアグループ「笑」
基礎研修では７５名を対象に、徳島県看護連盟会長から「看護連盟を理解しよう～看護連盟の必要性」について
説明があった。
続基礎研修では、８６名の会員が参加し、連盟の役割と活動について、看護政策の実現に向けた活動について等、
より深まった内容の講義があった。また、第２４回参議院議員選挙の候補予定者たかがい恵美子の後援会会員シ
ステムの概要について説明し、入会及び名簿の往復・確認作業等について協力をお願いした。
続いて、お笑い福祉士ボランティアグループ「笑」をお迎えした。ユニークな名前のお笑い福祉士５名による
お笑い芸・漫談、南京玉簾、腹話術、落語、紙芝居とそれぞれ特色のある芸風で、笑いと元気をいただき、スト
レスの多い看護職のリフレッシュを図るよい機会となった。

稲田まつ江

徳島県看護連盟の皆さま、初めまして、たかがい恵美子後援会会長の稲田でご
ざいます。日頃から看護連盟の組織強化、会員拡大のためにお力をいただき、あり
がとうございます。さて来年の第２
４回参議院選まであと４
８週ほどに迫り、たかが
い議員を再び高得点で国政に送り、堂々と政治活動をしてほしいと後援会も積極
的に活動を推進しています。内閣支持率の低下が紙面に載り、それにもめげずた
かがい議員は厚生労働大臣政務官として平日は２
４時間拘束状態で活動しています。
そのため主に土、日を各県での政策推進集会等で勢力的に飛び回っています。
後援会としては参議院全国区比例代表選挙の意義を理解していただき次のことについて特にお願い
します。まず、たかがい恵美子の名前をしっかり覚えていただくこと、目標数の後援会名簿を確保する
こと、そして１８歳以上の有権者特に知人、友人ご家族に必ず投票に行っていただくことの徹底を図り、
投票率を上げていただきたい。
たかがい恵美子議員のキャッチフレーズは“やりがい、いきがい、たかがい”です。会員の皆さまが
核になります。どうぞよろしくお願いいたします。
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衆議院議員

あべ

俊子

徳島県看護連盟の皆さま、いつも温かく心強いご支援を賜り心より感謝申し上げます。
この９月で衆議院議員になって１０年が経ちます。４期目ともなりますと、活動に無駄が
なくなり、選挙区の方々との信頼も構築され、国会内での発言力も大きくなっていきます。
これもひとえに支えてくださる皆さまのおかげです。
延長が決定された第１８
９回通常国会は、平和安全法制に関する議論がなされるなど活発な
動きをみせています。
本国会では以前から取り組んできた、看護学校など高等学校専攻科の修了生が大学に編
入できないという問題の関連法案が成立されました。解決へ向けて大きく動きます。
現在は、農業における人材育成と社会保障を中心に、誇らしい日本のこれからの制度を作りこんでいます。 全
国各地へ赴き、いろいろなお話を聞かせていただきながら、地方創生元年に、地元岡山をはじめ地方がますます元
気であるように、努力しております。
日本をとりまく問題は他にも数多くあります。気を引き締めて政策の実現に努めますので、今後とも、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

厚生労働大臣政務官

参議院議員

たかがい恵美子

秋暑の候、
徳島県看護連盟の皆さまにおかれましては一際健やかに御精励のことと存じま
す。
私も厚生労働大臣政務官を二期連続で務めさせていただいており、
参議院議員としての
任期も残り一年をきってまいりました。
これもひとえに、
国民福祉の向上を願う看護職同志
並びに志を共に活動を続けて下さる皆さまの御支援の賜と心から感謝いたしております。
さて本年は、敗戦後七十年、阪神淡路大震災後二十年、東日本大震災についても発生から
五年目を迎えています。この歴史的な節目にあたり私は、建物や街路・生業の再建のみなら
ず、一人ひとりの心情と地域・家庭・学校や商店街の賑わいが一体となって初めて‘復興’
と言える日が来るのではないか、と感じています。そして看護は、その前提となり安定を維持するための重要な
社会基盤であると考えています。この揺るぎない信念のもと、全国津々浦々で活躍する看護職一人ひとりが、存
分に輝けるようになるための政策づくり・仲間づくりに邁進する所存です。
さらにこれからの日本は、成熟した外交関係を構築し世界の平和に貢献することが一層重要となります。
‘人の
生きる力を守る看護のパワーを、社会の生きる力を創り出す政治に活かす’この精神で、皆さまと共に、がんば
ります。

参議院議員

石田

昌宏

徳島県看護連盟の皆様、平素よりお力添えを賜りありがとうございます。
第１
８
９回通常国会は、重要法案をかかえ戦後最大の延長９５日、会期末は９月２７日となりま
した。６月１
６日に自民党がとりまとめた「規制改革の推進に向けた提言」の中に、
「高齢者
等が自宅でより安心して日常生活を送れるようにするため、訪問看護ステーションの開設
要件や死亡診断書交付要件の見直しを検討すべきである」という文言が盛り込まれました。
これは、党内の団体ヒアリングの場で日本看護協会と日本看護連盟が意思表明した成果
です。
また、「財政再建に関する特命委員会報告（最終報告）
」では、
「医療・介護従事者の待遇の適正化、看護を含む
医療関係職種の質評価・質向上や役割の見直し」が入れこまれました。日本の看護・地域医療の増進に向けて、
一歩前進したと感じています。
これからも看護の現場に足を運び、質の高い看護を目指して、私もしっかり活動をしてまいりますので引き続
きのご支援をお願いいたします。

衆議院議員

木村

弥生

徳島県看護連盟の皆さま、木村弥生です。日本看護協会の広報部、政策秘書室長を経て昨
年１
２月の総選挙で北関東比例ブロックから初当選しました。衆議院４
７５議席の、貴重な１議
席をいただいた責任の重さをかみしめつつ、日本の看護と看護職の発展のために尽力した
いと思います。
衆議院では厚生労働委員会に所属し、これまでに２回質問しています。最初は４月２
３日、
医療保険法について、国保連における保健師の活用状況などを尋ねました。続いて６月１
２
日には労働者派遣法について、看護職の先輩議員である髙階恵美子厚生労働大臣政務官に
質問しました。
自民党では、女性活躍推進本部のメンバーに就任しました。多様で柔軟性のある職場づくりを推進することが、
看護職の労働環境改善の後押しにつながると信じ、がんばります。
これからも「看護」を軸に、現場の声を丁寧にうかがいながら、看護と政治をつなぐ役割を果たしてまいりま
す。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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平成27年度

日本看護連盟通常総会が開催されました！

平成２７年度日本看護連盟通常総会に参加して
徳島赤十字ひのみね総合療育センター

伊藤

幸代

平成２７年６月２日（火）東京プリンスホテルにおきまして、日本看護連盟通常総会が、総勢約２０００名の参加
により盛大に開催されました。徳島県からは、会長はじめ名誉会員さま、幹事長さま、一般会員さま、そして
５人の代議員と合わせて１８名が参加いたしました。日本看護連盟草間朋子会長挨拶のあと、日本看護協会坂本
すが会長、自民党の木村弥生議員、石田昌宏議員が続いて祝辞を述べられました。草間会長からは、昨今チー
ム医療が不可欠であり、医療職の半数を占める看護師がそのキーパーソンであること、ケアの質を良くし維持
するためには労働環境の改善など、自分たちの問題は自分たちで解決していくことが必要であると述べられま
した。日本看護協会坂本会長は、看護の質の向上、働き続けられる職場環境、看護の開発をキーワードに掲げ、
政治的な力で政治改革が必要であるとし、連盟と協会の連携をさらに強化し、一体になって政治活動に取り組
むことが必要であると述べられました。
総会の内容につきましては、昨年度の活動報告や決算、監査報告ならびに、今年度のスローガン、活動計画、
予算案の審議がなされ、すべての事項において、満場一致のもと承認されました。今年度のスローガンとして
は、
「ベッドサイドから政治を変える」～看護職国会議員を擁立し当選を勝ち取る～ということに決定いたしま
した。みなさんもご存じの通り、昨年はじめて看護業務の内容に踏み込んだ保助看法の改正がなされたこと、
また、史上初の看護師国家試験の追加実施が行われました。これらは、看護職議員の渾身の働きかけがあって
のことでした。改めて、看護職議員を国会に送ることの意義を皆さんも痛感したことだと思います。そこで、
来年の参議院選挙には高階恵美子さんを擁立し組織の総力をもって当選を勝ち取るという決意に満場一致で決
定しました。そのことについては、草間会長から、阿部議員や高階議員、石田議員の業績は、連盟会員の皆さ
んの働きがあってこそ、政界で活躍できている証であるとおっしゃられ、元気、勇気、根気をもってあきらめ
ずにさまざまな問題に取り組んでいきましょうとの力強い励ましがありました。本当に私たちの活動がまさに
政界に結びつくのだと改めて実感いたしました。
私は、今回初めて代議員として参加させていただきましたが、看護連盟の組織及び活動の内容をあらためて
知る機会となりました。質疑応答の中で、他県の青年部会員から、自分たちは青年部としてどのような活動を
すればいいのか、もっと具体的な本部の指針を提示してほしいという要望や、本部は青年部に何を望んでいる
のか明示してほしいといった意見があり、若手会員の頑張って活動していきたいという熱い思いに感動を覚え
ました。それと同時にわたしたち徳島県ももっともっと連盟活動に積極的にならなければならないという思い
に駆られました。
何よりも、衝撃だったのは、会場における代議員の数の違いでした。私たちの前にいた栃木県は３１名、横に
は岡山県の４４名、また、北海道４１名、熊本県３６名など大勢参加しているなかで、徳島県はたったの５名でした。
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３名の県が二つ、４名の県が一つ、そして５名の県が二つと、４７ある都道府県のうちで、徳島県は後ろから数
えて５つの県に入る状況でした。代議員数は、会員２００人に一人の割合でなることから、会員数の違いが一目瞭
然です。非常に寂しいといいますか、恥ずかしい思いがしましたし、あらためて、会員獲得の必要性と、連盟
活動の重要性を今回の総会参加で実感いたしました。今後は、連盟会員全員が一丸となって会員増員への働き
かけと、政治への関心を高めさまざまな問題解決に自分たちで取り組む姿勢を持つべきであると痛切に感じて
います。
総会へ参加させていただきありがとうございました。

庭に咲いた日日草です。毎日花開きま
す。見習って小さな花でもいいので毎
日心に花を咲かせましょう！
by koj
i
ma

平成27年度

徳島県看護連盟通常総会が開催されました‼

平成２７年６月２０日（土）徳島県看護会館において、会員１７２名の出席にて開会されました。
小島会長の挨拶に引き続き、来賓には、徳島県知事飯泉嘉門様・衆議院議員後藤田正純様・衆議院議員福山
守様・参議院議員中西祐介様・参議院議員三木亨様・参議院議員石田まさひろ様・公益社団法人徳島県看護協
会第一副会長吉永純子様をお迎えし、御祝辞をいただきました。また、日本看護連盟草間朋子会長をはじめ・
山口議員・阿部議員・高階議員・木村議員よりお祝メッセージをいただきました。次に、鳴門病院付属看護専
門学校今崎順子氏、木下病院佐藤民江氏が議長団に選出され議事審議に入り平成２７年度日本看護連盟通常総会
代議員報告、平成２６年度の各活動報告および決算報告、２７年度活動計画案及び予算案審議が行われ、報告事項
及び審議事項は質問もなくすべて承認されました。役員改選では、推薦案どおりに決定しました。
平成２７年度徳島県看護連盟役員
会

長

小

島

泰

代

幹

事

瀬

尾

澄

子

第一副会長

吉

岡

批呂子

幹

事

仁

木

祐

江

第二副会長

伊

藤

幸

代

監

事

西

岡

和

子

幹

長

久

保

和

子

監

事

平

野

文

子

財 政 部 長

木

内

和

江

事
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新 役 員 紹 介
平成27年度徳島県看護連盟通常総会において、第二副会長を務めさ
せていただくことになりました、徳島赤十字ひのみね総合療育セン
ターの伊藤です。これまで、連盟会員として連盟活動の趣旨は理解し
ていながらも、活動には消極的だった私が、第二副会長という重責を
担うことになり、任務が務まるかどうか不安な気持ちで一杯です。し
かし、先般開催されました日本看護連盟通常総会に参加させていただ
第二副会長

伊藤

幸代

いたことで、看護連盟の目的、役割および現状や他県の活動状況を改
めて認識し、連盟活動への意欲が湧いてきました。来年度には第24回
参議院議員選挙を控えており気持ち引き締まる思いで、会長をはじめ
皆様のご支援ご協力のもと、しっかりと責務が果たせるよう努めてい
きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

本年度より、幹事に任命されました瀬尾です。どうぞよろしくお願
いいたします。
看護職が安心して、いきいきと働き続けられる職場環境の整備が必
要であると感じております。34年間急性期病院の第一線で勤務してい
た経験をもとに、小島連盟会長をはじめ諸先輩の皆様に教えていただ
きながら、微力ではありますが活動していきたいと考えております。
幹事

瀬尾

会員の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

澄子

この度初めて、徳島県看護連盟幹事をさせていただくことになりま
した。看護連盟会員には入会していましたが、連盟の活動に対しての
理解や知識が不十分で「私に務まるのだろうか」という不安があるの
が正直な気持ちです。しかし、社会情勢をみてみると、少子・高齢化
の進行や国民の医療に対するニーズの多様化などに伴い、患者の視点
に立った安全で安心できる質の高い医療が求められ、看護師を取り巻
幹事

仁木

祐江

く環境も変化しています。
現場の努力だけでは看護は変わらない。政治と社会と私たちの関係
を考えながら「ベッドサイドから政治を変える！」を念頭に、小島会
長はじめ連盟役員の方々にご指導をいただきながら、自分に与えられ
た役割を遂行していきたいと思います。また、会員の皆様と共に力を
あわせ活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
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支部・青年部の活動
美馬・三好支部

幹事長

郡

たか子 （永尾病院）

美馬・三好支部は、現在会員数７０名で活動しています。
今回は私の勤めている病院を紹介します。昨年８月１日に新病院に移転してから、間もなく１年が経とう
としています。当院は山間部にあり、介護療養型医療施設で３３床あります。そのうち１０床が介護病棟です。
全職員は３４名、看護職は１２名です。入院患者さんのほとんどが高齢者なので、患者さんが病院生活を楽しく
送れるよう日々奮闘しています。
また、新しくリハビリテーション科を増設したことにより患者さんのADLが向上し、とても嬉しく思って
います。私たちは地域の病院として患者さんが安心・安全に暮らせるよう、思いやりを持って職員一同がん
ばっていこうと思っています。しかし今、当院では看護職が不足しています。一緒に働いてみようと思う人
はご連絡下さい。お待ちしています。（TEL０８８３－６２－２０１２）

吉野川支部

支部長

笠井

一子

吉野川支部は４施設と個人会員とで会員数は１８０名です。
今年度は支部役員会９回と１０月に基礎研修と一般研修を計画しています。
研修会では、連盟活動の必要性や私たちの置かれている現状を学びながら、楽しく仲間を増やしていける
よう、多くの人に参加して頂けるものにしたいと考えています。
６月の通常総会で来年の夏に行われる第２４回参議院議員選挙に、組織の代表者として現厚生大臣政務官の
「たかがい恵美子」参議院議員が候補予定者に決定されました。支部でも会員の皆様にご協力をお願いし、徳
島県看護連盟と連携をはかり、リーダー・支部役員が一丸となり後援会活動に取り組んでいきたいと思います。
私たちが安心して医療・福祉の現場で活動するためには政治の力が不可欠です。
「現場の声」を国政に届けられるよう、今年度も、会員数の維持・増加を目標に頑張っていきたいと思い
ます。ご協力よろしくお願いいたします。

阿波支部

支部長

三木

和美

今年度、阿波支部長をさせていただくこととなりました。よろしくお願いいたします。現在、支部におけ
る連盟会員数は、個人会員３名を含む５２名です。会員数の確保においては厳しい状況ではありますが、看護
職の地位向上や職場環境改善のために、
「看護における政治力の必要性」が少しでも認識されるよう支部役員
同士が相互学習し取り組んでいきたいと考えています。
また、来年は参院選を控えており選挙への理解と協力が得られるよう、自分自身も政治の動向に目を向け、
正確な情報の発信を行っていきたいと思います。
支部活動においては①支部学習会：選挙制度等についての学習②支部研修会：リフレッシュ研修（アロマ
オイルを作ろう）を計画しております。気軽に意見の言える連盟活動にしていきたいと思います。皆さま、
ご指導・ご協力よろしくお願いいたします。

鳴門支部

支部役員

吉永

廣子

鳴門支部の会員は現在１３１名です。
鳴門市、板野郡内からなり、平野文子支部長を中心に１４名の役員から運営しております。
今年に入り、一月には新年会を兼ねた会を開き、４月７月と支部役員会を開きました。支部長からの役員
会報告、支部の協議事項などをその都度行っており、又、各職場の近況報告、今後の活動予定、連盟の会員
確保に向けたことなどを話し合っています。
今年の研修会は、臨床美術士による研修を予定しています。絵の上手下手に関係ないと言うことなので、
どういう内容か今から楽しみにしています。会員の皆様も多数参加をお願いします。看護連盟を通じて看
護職の発展のため、職場の声を国政に届ける事ができるように、又、毎日が楽しく仕事ができるよう頑張っ
ていきましょう。
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徳島支部

支部長

木内

和江

昨年、財政部長となり微力ながら責務を果たしてまいりましたが、今年度新たに、徳島支部の支部長を務
めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い致します。
徳島支部は会員数１９２名（平成２
７年５月末）で、現在、役員・施設リーダーを合わせて１２名で運営してい
ます。本年度は、１０月１７日（土）に、ＮＰＯ日本パーソナルカラー協会認定講師の日崎由美氏により、イメー
ジアップの手法としてパーソナルカラーについて支部研修会を予定しております。一人ひとりが自分に似
合う色を見つけ、美しく健康的な自分を表現してみませんか。会員・非会員を問わず、多くの方のご参加を
お待ちしております。
また、来年夏には第２４回参議院議員選挙が控えており、支部長としての役割遂行に不安もありますが、県
役員、支部役員、会員の皆様にご指導、ご協力をいただきながら、ひとつひとつ丁寧に課題に取り組んでい
きたいと思います。

小松島支部

支部長

尾﨑貴美子

今年度より、小松島支部長をさせていただくことになりました。
小松島支部は現在９施設２１５名の会員数で、今年度支部研修を２回予定しています。第１回目の「支部基礎
（新人）研修」を７月に終えましたが、小島会長を講師にお迎えして３
１名の参加者が、看護連盟の役割・活
動・必要性について学び、研修後には入会を望む方も数名おり大変盛況でした。２回目を１２月に予定してい
ますが、看護職がリフレッシュできるとともに、最新の知識を提供できるよう充実を図っていきたいと思い
ます。
連盟活動は、未来の看護界をよくするため、国会の討議へと持ち込む地道な積み重ねが必要であると学び
ました。活き活きとやりがいを持って働き続けられるよう、一人でも多くの方に連盟に入会していただき、
一人でも多くの看護の代表者を政治の場へと送り出せるよう、共に活動していきたいと思いますのでよろし
くお願い致します。

阿南第一支部

支部長

山西

明子

阿南第一支部は阿南医師会中央病院の施設支部で、会員数は１０１名です。
支部活動として、役員会、リーダー会、メールマガジンの回覧を行っています。新人研修は７月に小島会
長を招き７名が受講しました。支部研修は１０月に予定しています。連盟は単なる政治活動ではなく、看護が
大好きで一生懸命だけど、何とかしてほしいという現場の声を届けていくことで、看護の未来を変えていく
ことができる魅力ある活動であることを理解してもらえるようにと、支部では活動しています。
今年度は、来年度の選挙に向け重要な年になります。看護の未来に向け私たちの代表者が、政治の場で
ベッドサイドの声を届けていくことができるよう、力を合わせる覚悟が必要です。連盟の研修に行くたび、
小島会長のパワーが大きく伝わってきます。このパワーを支部でも広げ大きくしていけるよう、役員やリー
ダーが中心となり、具体的な実現に向け進めていきたいと思っています。
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阿南第二支部

支部長

藤原

由香

平成２７年度より支部長を務めることになりました。今までは支部の役員として、支部長の指導のもと連盟
活動に参加してきましたが、今年度から支部役員、会員を牽引していくという役割を担うことになりました。
気負うことなく、支部役員、会員とともに支えあって連盟活動を盛り上げていけたら・・と思っています。
支部役員会の開催、研修会の企画など連盟が持つ役割や活動について周知し、会員数の増加を目指します。
超高齢化社会に突入していく現在、ますます看護職の職場環境の改善や地位向上への取り組みには連盟活
動が必要だと考えます。連盟の活動や役割は日々の生活の中では実感、可視化しにくい現状ですが、「ベッ
ドサイドから政治を変える」のスローガンのもと、看護の未来を明るいものにするために一人でも多くの人
に理解してもらえるよう取り組んでいきたいと思います。

南部支部

支部長

山田美知代

連盟会員の皆様、お元気でいらっしゃいますか。毎日のお仕事、研修にとパワー全開で頑張られているこ
とでしょう。私は今年で支部長２年目を務めさせて頂くこととなりました。去年は連盟活動についていく
のに必死でしたが、今年は少し先が見えるようになり、以前は遠くにいた連盟が近くに来ると共に、組織が
大きくなる必要性を強く感じています。
また、国会議員の方ともお話する機会もあり、看護の場で実践された目を通して、共感して下さったり、
アドバイスを下さったりと、看護職が評価され、素晴らしい職業になる様訴えていかれることを話して下さ
います。皆様の小さな出会いや、会話が国政へと届くよう頑張りましょう。

青年部

部長

前橋

利美

青年部の活動は今年で６年目になり現在６名で活動しています。主に年１回ポリナビワークショップを
開催し若手看護師に向けて政治について研修を行っています。
ポリナビとは『Pol
i
t
i
cNavi
gat
or
s’Net
wor
k』の略で 私たち徳島県看護連盟青年部は政治・政策の学び
を通して自分たちにできることを仲間と考え看護を良くすることを目指して頑張っています。
昨年は初めて中四国ブロックで合同のポリナビワークショップが開催され、たくさんの同じ気持ちを持っ
た素敵な仲間に出会いました。そこで改めて政治の力の必要性を強く感じ、人まかせにせず自分から行動す
る力が必要と感じました。ぜひ徳島県でもそういう気持ちを持った仲間を増やしたいと思います。私には
関係ないと思わず一歩を踏み出してみてはどうですか？まずはポリナビワークショップに参加することか
らでもいいので素敵な仲間に出会えることを楽しみにしています。
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平成２
７年度徳島県看護連盟活動計画
日本看護連盟

重点目標

徳島県看護連盟重点目標

目

標

１．第２４回参議院議員選挙に看護職議員を擁立し当選させる
２．確かな政策実現力を持つ
３．強力な集票力を持つ
４．多くの人材提供力を持つ
１．第２４回参議院議員選挙での看護代表候補者当選に向けた組織の充実・強化
２．人材育成
３．政治力の強化
活

動

力

化

組
織
の
充
実
・
強
化
と
人
材
育
成
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・

内

容

１）看護現場の問題について話し合う機会を
多くつくる
２）本部・県・支部・施設・会員間の情報流通
をより効果的に行う（情報収集・情報発信）
３）議員との連携を図り、現場の声を議員に
積極的に伝える
４）看護現場の課題を社会に伝える
５）看護協会と連携して陳情・要望活動を行う

２．看護職国会
議員を支援・
評価する

１）第２４回参議院議員選挙の戦略体制を整える ・日本看護連盟の活動方針に従い、県の活動
２）会員増加に向けた活動を強化する
方針の具体化と詳細な情報提供
３）看護協会ほか関係団体との連携を強化する ・参議院選挙で３,
００
０票獲得に向けた選挙対策
４）看護職議員の活動の情報を収集・提供する
立案
・１,
２
００人以上の会員確保・協会員比率２７％以
上（本部は２
５万人以上協会員比率５
０％以上）
・支援議員との連携と活動応援

の

強

段

１．看護政策に
関する議論を
活発に行える
環境をつくる

政

治

手

・施設訪問による情報提供・情報交換
・機 関 誌 ア ン フ ィ ニ（４ ／ 年）及 びFax
ニュース（２回／月）メールマガジン（随
時）の活用
・本部ホームページへの
「現場の声」
投稿促進
・看護代表議員との連絡強化、看護問題に関
心が高い議員との勉強会や意見交換会を開
催
・地域住民の声を聞くため交流の機会を持つ
（研修会、会議、イベント等）
・看護協会役員との連絡会議開催
・要望書の提出

３． 国会議員・ １）看護問題対策議員連盟・看護問題小委員会
地方議員との
の情報を収集し、活用する
連携を強化す ２）県内での看護問題対策議員連盟発足を推進する
３）議員との勉強会を実施する
る
４）国会議員・地方議員の主催する会合へ出席
する
５）看護に理解のある地方議員を支援する

・アンフィニやメルマガ、議員国政ニュース
等の情報を諸活動に利用
・県内議員と意見交換会を持ち、看護対策の
必要性を説明
・現場の声や諸問題を集約し、政策提言
・本部・県・支部で勉強会等の開催
・関連議員主催の講演会等への参加
・看護を支援する地方議員の選挙応援地域活
動に協力

４． 中長期的視 １）政治の現場を知る機会をつくる
点に立ち、議員 ２）会員が議員と接する機会を多くする
候 補 育 成 に 向 ３）政治アカデミー卒業生を積極的に活用する
けて政治への
関心を深める

・地方議会見学・傍聴・国会議事堂見学
・議員主催の会議などへの積極的参加
・研修会の講師を議員に依頼
・アカデミー卒業生に研修会の講師依頼

１．減少した会
員数を増加さ
せる

１）看護代表者や施設長の理解を深め、入会 ・１,
２０
０人以上の会員確保（協会員比率２７％以
協力を依頼する
上を目指す）
２）退会予防と退会者の再入会促進に努める
・施設訪問 ・電話訪問
３）非会員や一般の方の理解を深める
・会員からの声掛け ・元会員へ入会案内
４）参加しやすい連盟活動をする
・特別会員や賛助会員への変更案内
・研修会の工夫

２．県・支部・
会員の主体的
活動を推進す
る

１）県・支部・施設の目標を明確にする
２）確実な目標管理をする
３）リーダーの養成と実践力を強化する
４）看護管理者や看護教育者の政治参加を進
める

・国政選挙での県・支部・施設の獲得票の目
標設定と戦略立案、実施
・会員個々の目標設定を推進
・リーダーの増員とリーダー研修の実施（年２回）
・研修体制の整備 ・看護政策セミナー等へ
の参加呼びかけ強化

３．支部組織を
充実・強化さ
せる

１）支部会員増加対策・支援体制を再検討する
２）支部の活動内容を明確にする
３）支部役員・リーダーの意識強化を図る

・会員の政治参画意識向上促進活動
・支部目標の明確化
・支部別会員数の増加対策（施設訪問、新採
用者の獲得、退職者への働きかけ、賛助会
員の獲得）
・新人研修の徹底（各支部）
・リーダー研修への参加

目

標

活

動

手

段

・

内

容

４．ブ ロ ッ ク 活 １）ブロック別看護政策セミナー開催に協力 ・山口県で開催するブロック別看護政策セミ
動を強化し、看
する
ナーに参加協力（１
１／１４～１５）
護管理者や若者 ２）全国ポリナビワークショップ開催に協力 ・広 島 県 で 開 催 す る 全 国 ポ リ ナ ビ ワ ー ク
の意識を高める
する
ショップに協力（１
１／７）

組
織
の
充
実
・

５．若手会員を １）若手会員の主体的活動を充実・促進させる
育成する
２）積極的に県・支部の役割に登用する
３）看護代表者や施設長の協力を依頼する

・青年部主催ポリナビワークショップ等の開催（１２月）
・県役員会に青年部長参加・総会その他の活
動時の役割依頼
・全国・他県のポリナビワークショップに参加

６．職種外の看 １）他団体及び地域住民との連携強化を進める
護連盟理解者
を増やす

・地域活動・意見交換会・アンフィニ等の情
報提供
・「現場の声」を発信

７．学生会員の １）学生会員に看護政策及びその実現の必要 ・学生への連盟説明会の開催依頼
獲得と育成に
性を説明する
・研修会やポリナビワークショップ等への参
努める
加呼びかけ
８．リーダーを １）リーダーの自主性促進のための研修を実施する
２）積極的に県・支部活動時に役割登用する
養成する

・リーダー研修２回（７／１
２・日未定）
・研修会やイベント時に司会や講師等への登用

９．各 選 挙 へ の １）役員・会員の選挙活動の経験を高める
参加を促進する

・参議院議員選挙や地方選挙活動への積極的
参加推進

強 １０．継続的な研 １）新人基礎研修を実施する
修により連盟 ２）続基礎研修を実施する
化
活動への理解 ３）新支部長、施設幹事、リーダー研修を実施
を深める
する
と
４）一般会員研修会を開催する
５）OB研修会を開催する
人
６）看護管理者・教育者対象看護政策セミナー
材
へ参加する
７）看護管理者・教育者ワークショップを開催する
育
８）看護協会・看護連盟合同研修会を開催する
成
１１．広報活動を １）機関誌・weekl
yアンフィニ・メールマガ
推進する
ジンを活用する
２）日本看護連盟ホームページを活用する
３）県や支部の連盟活動をPRし、看護連盟の
理解を深める
４）連盟活動への参加を促す
５）看護職議員の活動を周知する

適
正
な
組
織
管
理

会
員
福
祉

・各支部主催・県協力で実施（６月～）
・県主催で実施（８／１）
・県主催で実施（７／１
２・日未定）
・県主催で開催（９／１
２）
・県主催で開催（６／２
０）
・ブロック主催山口県で開催（１
１／１
４～１５）
・県主催で開催（１
２月）
・連盟協会共催で開催（H２８、３／１
２）

・機関誌・weekl
yアンフィニ・メールマガジ
ン等のＰＲ ・国会見学
・本部連盟ホームページ・連盟紹介ビデオ、
会員バッジ・会員ハンドブック・各種グッ
ズの活用
・県連盟だより（年２回）の内容充実
・各種研修会の充実と参加促進
・支部活動の充実と会員への支部活動内容周知
・看護職議員の国政報告会への参加
・国政報告ニュースを活用し看護職議員の活
動を広く周知
・議員事務所との密な連絡・連携

１．施設・支部・ １）本部・ブロック・県・支部の連携を強化す ・本部総会（６／２）
・県総会（６／２
０）
県・ブロック・
る
・全国会長会３回開催（４／１７、６／２、１／２８～２９）
０／４）
本部との一連 ２）本部・ブロック・県・支部間の連絡・報告 ・政策推進集会（１
・ブロック別会長会２回開催（１０／１～２・３
した組織活動
を密にする
／３）・ブロック研修会・全国研修会参加協力
を推進する
・県別会議１回開催（１１／６）
・支部役員会等
（適時開催）
・月次報告・毎月
２．事務局の運 １）会員を適正に管理する
営を適正に行 ２）財政を適正に管理する
う
３）職員を適正に管理する

・新会員管理システム更新
・本部主催事務職員研修参加
・政治資金規正法の遵守
・報告連絡の徹底と服務規律の順守

１．会員の慶弔へ １）規約に基づき対応する
適切に対応する

・災害見舞い、物故者への弔意、受章（彰）
者へのお祝い

２．東日本大震 １）組織代表議員と協働して現状に合わせた支 ・姉妹都道府県との連携
災・各地の激
援をする
・被災地支援活動推進
甚災害へ対応
する
３．諸問題へ適 １）本部や専門家と相談の上、速やかに問題解
切に対応する
決する

・本部や専門家等との連携強化・政治活動や
選挙運動等関係法規の熟知
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研

修

会

報

告

〈特別講演〉
日

時：平成２７年６月２０日（土）１５時００分～１６時００分

テーマ：「看護の現場を政治に繋ぐ」
講師：参議院議員

石田まさひろ氏

平成２７年度通常総会の後、石田まさひろ議員を講師に特別講演会を開催した。
規制改革委員会で石田議員の働きかけにより、訪問看護ステーションに対する都市計画法・建築基準法上の用
途規制の緩和や医師確保困難地域における看護職による死亡確認が可能になる方向に進んでいること、認知症
患者の院内デイケア、尊厳死問題など様々な医療現場の問題を丁寧に政策に繋げている活動を知ることができ
た。今後の政策、制度改革に向けて益々の石田議員の活躍に期待したい。
講演の最後に来年の参議院選挙においては、会員一人ひとりがたかがい恵美子となって、高い投票数で当選で
きるようお願いしたいと話された。会員として改めて責任の重大性に身の引き締まる思いがした。

〈OB懇親会〉
日

時：平成２７年６月２０日（土）１６時１５分～１７時００分

石田議員の特別講演終了後、連盟会員で現在仕事をしていないOBの方々を対象に、石田議員との懇親会を開
催した。参加者は１５名で、以前から石田氏をよく知っている人ばかりで、お茶とお菓子をいただきながら、和気
あいあいと自分たちの思いを語り合い、石田氏とともに和やかな雰囲気で会を持つことができた。最後に記念
撮影をして終了した。

〈リーダー研修会〉
日

時：平成２７年７月１２日（日）１３時００分～１５時００分

会

場：徳島県立総合福祉センター ４０１会議室

講

演：「連盟役員の具体的役割を再認識しよう！」
講師：徳島県看護連盟会長

小島泰代

アートプログラム：「いろいろな線と色で遊ぼう」
講師：日本臨床美術協会認定

臨床美術士

岡本真貴子氏

徳島県看護連盟支部長・支部役員・施設幹事リーダー（病棟連絡員）他６
５名の参加のもと開催された。徳島県
看護連盟会長から、連盟役員としての役割・活動についての説明に加えて、第２
４回参議院議員選挙について、た
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かがい恵美子後援会システムの概要説明があり、支部役員、各施設のリーダーの方に名簿の配布、回収、確認作

ご あ い さ つ

業の協力をお願いした。
アートプログラム「いろいろな線と色で遊ぼう」では、臨床美術士によるアートプログラムを体験し、美術の
好きな人はもちろん苦手な人も、脳と心をときほぐすひとときを体感でき、楽しい時間を共有できた。

徳島県看護連盟会長

小島

泰代

晩夏の候 会員の皆様にはお変わりなくご活躍のことと存じます。
いつも連盟活動へのご支援・ご協力をいただき、ありがとうございます。
平成２
７年度は①第２４回参議院議員選挙での看護代表者当選に向けた組織の充実･
強化を最重点目標に②人材育成 ③政治力の強化を掲げて活動を始めております。
特に今年は第２４回参議院議員選挙に向けた活動としてたかがい恵美子の後援会活
動において会員の皆様に更なるお力をいただくことになりますが、何卒ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。徳島県看護連盟は会員数では１０７９名と全国の中で下から３位と低位
ではありますが、選挙時の会員一人当たりの得票数は、多くの会員数を誇る他県と比較しても決して引
けを取りません。むしろ上位に位置しています。これは役員や連絡員をはじめとする会員一人ひとり
が是非とも看護職代表を政治の場に送りたいという気持ちの表れだと思います。とはいえ、連盟会員
数が減少しているのはやはり気になります。参政権が１
８歳以上となり、高校生にも政治的教養を身に
つける機会が与えられる中、すべての看護職の方が専門職としての政治活動について再度考えること
が必要な時期ではないかと思います。看護の未来のために連盟組織はとても重要です｡
会員目標数１
２００
名に向けて支部活動を中心に仲間を増やしたいと思っています。看護はひとつ、「仕事にやりがい、人
生に生き甲斐、看護にたかがい！」を合言葉に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。

日本看護連盟会長

草間

朋子

来る６月２日、平成２
７年度の日本看護連盟の総会を２
０００名近い会員のみなさま
のご参加の下で、無事終えることができました。活力、熱気あふれる総会は力強い
連盟を印象付けることができ、今後の活動のパワーとエネルギーをいただきまし
た。
総会では、来年夏の第２４回参議院議員選挙における候補予定者たかがい恵美子
氏を満場一致で決定していただきました。２期目を目指すたかがい議員を高得点
で国政の場に送ることが連盟の今年の大きな目標です。
少子超高齢社会が加速される中、
「チーム医療のキーパーソンは看護職である」と言われてから久し
くなります。看護職がキーパーソンであるためには、「看護職が輝く」医療看護の環境を整えていかな
ければなりません。このためにも、政治の力が不可欠です。
「元気」
「活気」
「勇気」
「根気」をもって、看護政策の実現に向かって一致団結し「連盟の力」を発揮
してまいりましょう。

たかがい恵美子後援会会長

〈基礎研修・続基礎研修〉
日

時：平成２７年８月１日（土）１
２時３
０分～１
５時０
０分

会

場：徳島県立総合福祉センター ４０
１会議室

内

容：「看護連盟を理解しよう～看護連盟の必要性～」
講師：徳島県看護連盟会長

小島泰代

「お笑い芸を堪能しよう」
講師：お笑い福祉士ボランティアグループ「笑」
基礎研修では７５名を対象に、徳島県看護連盟会長から「看護連盟を理解しよう～看護連盟の必要性」について
説明があった。
続基礎研修では、８６名の会員が参加し、連盟の役割と活動について、看護政策の実現に向けた活動について等、
より深まった内容の講義があった。また、第２４回参議院議員選挙の候補予定者たかがい恵美子の後援会会員シ
ステムの概要について説明し、入会及び名簿の往復・確認作業等について協力をお願いした。
続いて、お笑い福祉士ボランティアグループ「笑」をお迎えした。ユニークな名前のお笑い福祉士５名による
お笑い芸・漫談、南京玉簾、腹話術、落語、紙芝居とそれぞれ特色のある芸風で、笑いと元気をいただき、スト
レスの多い看護職のリフレッシュを図るよい機会となった。

稲田まつ江

徳島県看護連盟の皆さま、初めまして、たかがい恵美子後援会会長の稲田でご
ざいます。日頃から看護連盟の組織強化、会員拡大のためにお力をいただき、あり
がとうございます。さて来年の第２
４回参議院選まであと４
８週ほどに迫り、たかが
い議員を再び高得点で国政に送り、堂々と政治活動をしてほしいと後援会も積極
的に活動を推進しています。内閣支持率の低下が紙面に載り、それにもめげずた
かがい議員は厚生労働大臣政務官として平日は２
４時間拘束状態で活動しています。
そのため主に土、日を各県での政策推進集会等で勢力的に飛び回っています。
後援会としては参議院全国区比例代表選挙の意義を理解していただき次のことについて特にお願い
します。まず、たかがい恵美子の名前をしっかり覚えていただくこと、目標数の後援会名簿を確保する
こと、そして１８歳以上の有権者特に知人、友人ご家族に必ず投票に行っていただくことの徹底を図り、
投票率を上げていただきたい。
たかがい恵美子議員のキャッチフレーズは“やりがい、いきがい、たかがい”です。会員の皆さまが
核になります。どうぞよろしくお願いいたします。

2
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看護連盟からのお知らせ
正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人
年会費 8000 円

入会案内
平成27年度

会員募集中
です。
あなたの力が必要です。
ぜひご入会下さい。

徳島県看護連盟だより
第2
号
1

特別会員・・・正会員の経歴を有し、未就業で看護協会会員でない人
年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

賛助会員・・・看護連盟の趣旨に賛同する人（看護職でなくてもよい）
一口 1000 円（何口でも可）
学生会員・・・連盟の趣旨に賛同する看護学生
会費無料

会員の皆様のたかがい恵美子後援会へのご入会と
身近な方のご紹介をよろしくお願いします。
後援会入会者目標 3500 名です！

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
今年は、ことのほか長く猛暑日・熱帯夜
が続いています。会員の皆様にはくれぐれ
も体調を崩さないようにご注意ください。
暑い中大変ですが、来年夏には、
「良かっ
たね！頑張ったね！」と言えることを目指
して活動を続けましょう。よろしくお願い
いたします。
熱中症対策を忘れないでね！
（編集担当 小島泰代・久保和子）
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目

良質な羽毛ふとんで健やかな毎日を。

14

〒761-0301 香川県高松市林町 2518-7

庭に咲いたガーベラです
花言葉は「希望」「常に前進」
赤色は情熱
連盟会員にピッタリ‼
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徳島県看護連盟事務局

たかがい恵美子議員が
たかがい恵美子議員が
第24回参議院議員選挙の
第24回参議院議員選挙の
組織内代表候補予定者に決定しました。
組織内代表候補予定者に決定しました。
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お問い合わせ先

0120-301507

編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

平成27年8月31
日

TEL：088−634−3297 FAX：088−634−3298
メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

香川営業所

〒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
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目標
1200名‼

（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

徳島県看護連盟

たかがい恵美子
政策推進集会を

10月4日（日）15時から
ホテル千秋閣にて

開催します。
ぜひご参加ください！

