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7月10日参議院議員選挙

たかがい恵美子議員
ご当選おめでとうございます！
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ご

挨

拶
徳島県看護連盟会長 小島

泰代

会員の皆様には、いつも連盟活動にご協力をいただき、ありがとうございます。
第24回参議院議員選挙では、皆様のご協力によりまして、たかがい恵美子議員の再
選が叶いました。目標とした得票数には遠く及ばなかったことは残念ではありますが、
会員はじめ多くの方々のご支援のお陰で無事看護職代表として国政の場に議席を確保
することができました。この結果が、これからの看護界にとって大きな力となることは
明白です。今回の選挙で、看護職の中には看護と政治の関わり、日常生活と政治の関わ
りをあまり意識していない看護職が増えているのではないかとの懸念も抱きました。それとも忙しすぎて選挙
に行く時間が取れなかっただけなのかもしれませんが…。どちらにしても今、増え続ける高齢者の人生の最後
の迎え方や認知症への関わり方、子どもを産み育てる女性の健康や生活を守る、安心して働き続けられる環境
づくり等、看護現場や日常生活に直結する課題が山積しています。そしてこれらはすべて、たかがい議員の選
挙公約に揚がっておりました。看護職代表として必ずや実現に向けて活躍されると思いますが、そのためには
母体である連盟として一層の支援をすることが必要です。今回の選挙結果を受けて、看護職者一人ひとりが政
治の重要性を自分のこととして受け止め、自ら活動できる強固な組織に成長できるよう地道に努力を続けたい
と思いますので引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

日本看護連盟会長 草間

朋子

この度の選挙では、たかがい恵美子さんを、無事、2期目の参議院議員として国政の
場に送ることができました。これも、猛暑の続く中、全力投球でがんばっていただきまし
た徳島県看護連盟をはじめとした各都道府県の連盟の皆様のご尽力の賜物であると心
からお礼申し上げます。たかがいさんには、選挙公約に掲げた3つの重点課題はもとよ
り、看護の代表・女性の代表として国民、看護職のために活躍していただけるよう、連盟
としてもしっかり支援してまいります。
今回の選挙では、6つの医療福祉関連団体がそれぞれ候補者を擁立したことなども関係し、当初、目標に掲
げた得票数を獲得することができませんでした。この結果を真摯に受け止め、組織固めをし、会員のみなさまの
投票行動を促すことを徹底し、看護の力をしっかり結束していかなければならないことを痛感しているところで
す。次回の選挙に向けて納得できる結果を出すために、今から気を引き締めてまいります。

公益社団法人徳島県看護協会

専務理事 渡川

明子

残暑お見舞い申し上げます。平素は徳島県看護協会活動にご協力を賜り感謝申し上
げます。さて、本会における様々な取組の一部を紹介します。在宅医療推進に向け、平
成27年1月に訪問看護支援センターを立ち上げ、県下の訪問看護ステーションの質と量
を確保すべく、新人及び既卒者の訪問看護師育成に関すること、退院調整に関わる看
護職の研修に関すること等の事業を行っています。職場環境改善にも取り組んでおり、
平成23年度からはエビデンスに基づいた検証ツールを用いて、環境改善に取り組む病
院を支援しています。また、昨年10月からスタートした看護職の離職時届出制度の周知活動を行い、看護職の
潜在化予防および生涯活躍を応援しています。
平成30年度には、日本看護学会－精神看護－学術集会をあわぎんホールで開催予定です。より多くの看護
職の方々の参加をお待ちしています。
「いのち、暮らし、尊厳をまもり支える看護」の実現に向け、日々活動をし
ており、看護連盟の皆様と共に歩みを進めたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。
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衆議院議員 あべ

俊子

徳島県看護連盟の皆様、こんにちは。
いつも温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
参院選の結果、たかがい恵美子議員を国政の場へ送り出すとともに、歴史ある看護
の議席を堅守することができました。徳島県看護連盟の皆様にも多大なるご尽力を賜
りましたことに、この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げます。
さて現在、国では「一億総活躍社会」の実現に向け、女性の活躍に焦点をあてた施策が進められています。
多くの女性が働く看護職の皆さんにとって働きやすさを実感できる労働環境を整えていくことは、女性の活躍
そのものにもつながっていきます。また今後に向けた国の動きとして「新たな高等教育機関」の制度化の検討
も始まり、看護をはじめとした日本の職業教育をさらによい方向へと発展させていく重要な議論を展開してい
ます。
看護職の教育環境と労働環境、そのどちらにおいても看護がさらにより良く発展していくためのお役に立て
るよう、現場の声をお聞かせいただきながら引き続き全力で取り組んでまいります。今後とも皆様からの温か
いご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

参議院議員 石田

昌宏

徳島県看護連盟の皆様、日頃よりお世話になりましてありがとうございます。
今夏、第24回参議院議員通常選挙が行われ、例年より「熱い」夏になりました。
皆様方のおかげをもちまして、たかがい恵美子さんが引きつづき国政の場で活躍す
る事になりました。あらためて皆様のご努力と団結の強さを誇りに思っています。8月
初めの内閣改造のあとは、平成29年度予算編成作業が行われています。看護関係の予
算獲得に向けて尽力してまいります。
また、7月で私も国会議員の重責をいただいてから丸3年が経ちました。初心を忘れず、現場主義に徹し、こ
れからも皆様の元を訪問させて頂きますのでお声を聞かせてください。
現場で働く皆様が「今日もいい看護ができた！」と実感し、輝きをもって看護を行うことができるよう、これ
からも国政の場で頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

衆議院議員 木村

弥生

徳島県看護連盟の皆さま、こんにちは。
参議院選挙の応援お疲れ様でした。私も京都三区で一生懸命に応援いたしました。
たかがい恵美子先生の当選を一緒にお祝いいたしております。
私は、昨年から看護政策、医療的ケアが必要な障害児の支援等に関わり、今年は待
機児童問題特命チームの座長に就任しました。すべての子どもたちが健やかに成長して
いける社会づくりを目指します。また、これからも現場の最前線でいただいたご意見やご要望を、政策に反映
してまいります。
さて今年の4月、私は自民党京都府第三選挙区（京都市伏見区、長岡京市、向日市、大山崎町）の支部長に
選任されました。今後も、光の当たらぬところにあたたかな光を当てる仕事に汗をかく政治家でありたいと思
っています。皆様から頂いたご支援・ご声援を忘れることなく、皆さまのご期待にそえるようしっかり成長し、
新たな選挙区で頑張りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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7月10日投開票が行われた第24回参議院議員選挙において、
2期目に挑戦した看護代表議員たかがい恵美子氏が、みごと
再選を果たされました。おめでとうございます。
そして会員の皆様

ご支援ありがとうございました！
参議院議員 たかがい恵美子

皆さまこんにちは。第24回参議院通常選挙におきましては、看護の固い結束を
もって、再選の栄誉を勝ち取ることができました。
擁立方針の確認から73週、候補予定者の決定から55週の間、労苦を惜しまず活
動される皆さまに励まされ、感謝する毎日でした。ともに苦難を乗り越えることが
できましたことを実に感慨深く、誇らしく思います。
私たちのこれまでの活動を通じて「看護力は国政を健全化する牽引力になる」ことが立証されました。
これからは、いのちの現場の声を活かした政治の一層の推進に力を尽くして参ります。国家国民の健やか
なる発展と暮らしの安寧のために、力を合わせ看護の知恵と経験そして技術を存分に活かして参りましょう。

徳島での様子

第24回参議院選挙投票結果
たかがい恵美子
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全国得票数

177，810票

（徳島県得票数

1，757票）

徳島県におけるたかがい恵美子後援会入会状況
連盟会員数
(H27年度)

後援会
入会会員数

会員入会率

紹介者数

合計

名簿の確認
した

名簿の確認
していない

１０８８

８７８

８０．
７％

２８３１

３７０９

３１６２

５４７

電話作戦
6月22日徳島県看護連盟事務所に選挙事務所開設
電話作戦開始：6月22日～7月10日
電話担当：会員・役員・協力者44名がボランティアで参加
合計3,797名に電話作戦を行いました。

選挙カースマイル号来徳
日

時：7月3日（日） 8:00～11:30

コース：徳島駅→小松島市（あいさい広場）→（徳島赤十字病院・ひのみね総合療育センター前）→
津田方面（55号線）→徳島駅（阿部議員と合流）→繊維団地→二軒屋→
佐古・（県立中央病院・大学病院前）→元町→徳島駅前
あいさい広場：小島会長応援演説・ビラ配り（役員3名）
繊維団地（日曜市入口）：阿部俊子議員応援演説・ビラ配り（役員13名）
徳島駅前：阿部俊子議員応援演説・ビラ配り（役員22名）

日曜市入口にて阿部俊子衆議院議員による応援演説

徳島駅前にてビラ配り

会員の皆様には後援会入会と名簿の確認作業及び電話作戦等大変お世話になりました。又、7月3日たかが
い恵美子選挙カーが本人不在でしたが、徳島入りしました。徳島市・小松島市を中心に時間を惜しんで流し連
呼し、徳島駅前・繊維団地の日曜市入口であべ俊子衆議院議員が応援演説を行いました。応援に駆けつけて
ビラ配りをしてくださった皆様ありがとうございました。県看護連盟は第24回参議院議員選挙での獲得目標
をクリアするという重点目標を掲げて活動してまいりました。得票数1,757票で残念ながら目標3,000票には
及びませんでしたが、一人あたりの得票率は161%と高く、県・支部役員はじめ会員の皆様の熱意と行動が実を
結んだものと思っています。たかがい議員の今後の活躍に期待しましょう。
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平成28年度日本看護連盟通常総会が開催されました

代議員報告

吉野川医療センター

仁木

祐江

平成28年6月14日(火)日本看護連盟通常総会が、ザ・プリンスパークタワー東京で、会員、関係者ら約
2000人が参加し開催されました。徳島県からは、代議員5名を含め14名が参加しました。
開会の挨拶に立った日本看護連盟草間朋子会長は、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り、看護職が輝く環境を整えていくためにも政治の力が不可欠です。」と述べら
れました。そして、当面の確実に達成しなければならない活動目標は、第24回参議院選挙で看護職の代表
として2期目を目指す国会議員たかがい恵美子さんを高い得票で必ず当選させることで、今回の選挙は日
本看護連盟が力強い組織であることを社会にアピールする絶好の機会であると熱く話されました。
来賓祝辞では、日本看護協会坂本すが会長より、看護協会の目的達成のためには政治的関わりは必須で
あり、協会と連盟は政策実現に向けて強固な連携を図り協同して取り組んでいくと述べられました。
議事に入り、平成27年度活動報告・平成28年度議案として・名誉会員の推薦・スローガン・活動計画・予
算・選挙対策・役員選出の6議案が審議され、すべて承認されました。今年度のスローガンは「ベッドサイド
から政治を変える」～国政で看護職議員の発言力を高める～に決定しました。
総会終了後、総決起大会が行われました。自由民主党幹事長谷垣禎一議員、総務大臣高市早苗議員、厚
生労働大臣塩崎恭久議員、阿部俊子議員、石田昌宏議員、木村弥生議員他、自民党国会議員40名以上の
ご出席をいただき、力強いエールが送られました。そして、たかがい議員は「看護職の処遇の改善・適切な
技術評価・確実な身分保障」を約束され、力強いエネルギーを感じました。会場は、たかがい選挙ブルー
一色となり、参加者の熱気と活気あふれる雰囲気の中で終了しました。

平成28年度徳島県看護連盟通常総会が開催されました

飯泉知事からご祝辞
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草間会長特別講演

幹事長

久保

和子

平成28年6月25日（土）徳島県看護会館において、会員117名の出席で開催された。
開会式では小島会長挨拶に続いて、日本看護連盟草間朋子会長挨拶、来賓として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・参議院議員三木亨様・公益社団法人徳島県看護協会
会長代理渡川明子様より御祝辞をいただいた。
阿南中央病院埴淵明美氏、阿南共栄病院坂東啓子氏が議長団に選出され、平成28年度日本看護連盟通
常総会代議員報告、平成27年度、県・支部活動報告、決算報告、監査報告、平成28年度活動計画案及び予
算案について審議が行われた結果、報告事項及び審議事項はすべて承認された。
今年度は日本看護連盟草間朋子会長をお招きして、特別講演として「看護の未来を拓こう！」をテーマに
ご講演をいただいた。又、第24回参議院選挙期間中となったため、たかがい恵美子候補者の応援演説をし
ていただき、会員の投票への意識づけとなり、参加した会員は7月10日の投票日には必ず投票に行き、たか
がい恵美子を高い獲得票で当選させることを決意した総会となった。

平成28年度徳島県看護連盟活動計画
新支部長の一言

阿波支部

支部長

川原

明美

今年度、阿波支部長を務めさせていただくことになりました。
よろしくお願いいたします。
この度の参議院議員選挙で看護連盟推薦のたかがい恵美子さんが当選し、心か
ら喜んでおります。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。今年度の支部活動として①支部学習会：選挙制度等についての学習会、②支
部研修会：リフレッシュ研修（3Ｂ体操）を計画しております。参議院議員選挙に向けて選挙への理解
と協力が得られるよう、6月に2日間学習会を行い、後援会活動に取り組みました。
看護連盟の役割を支部役員一同で学習を行い、正しい情報を発信できるよう努力していきたいと思
います。また、自分自身も支部長の活動を通じて成長していきたいと考えていますのでご指導、ご協
力よろしくお願いいたします。

リーダー研修会報告
日時：平成28年5月21日（土）
参加者53名（支部長・支部役員・施設幹事・リーダー・病棟連絡員・オブザーバー）
会場：看護会館
第24回参議院選挙を目前にして、連盟会長の小島泰代より「連盟役員としての役割、業務の実施に
ついて」、今まで多くの選挙活動を実践された議員秘書

後藤孝洋氏より「効果的な政治活動・選挙

運動」について講演していただいた。特に後援会活動と選挙活動の区別については具体的な内容であ
り、自分たち一人ひとりがどう動けばよいかがよくわかった。たかがい恵美子当選に向けて頑張って
いこうと改めて実感した研修となった。
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平成28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

1．会員は 第24回参議院選挙に必ず投票する

3．強力な集票力を持つ

2．確かな政策実現力を持つ

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獲得目標をクリアする

2．政治力強化に向けて組織の充実・強化を図る
3．連盟活動を牽引できる人材を育成する

目

標

活

動

手

段

・

内

容

・施設訪問による情報提供・情報交換・現場の声収集
・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
・地方議会見学・傍聴・国会議事堂見学

2．看護職国会議員を支援 1）第24回参議院選挙の投票を推進する
・評価する
2）看護協会ほか関係団体との連携を強化す
る
3）看護職議員の活動の情報を収集・提供す
る

・後援会活動推進・選挙活動の会員への周知徹底と実
施・会員の投票率UP・3000票以上を獲得
・選挙後の評価（アンケート他）
・協会員比率ＵＰ目標２７％（連盟役員会に協会役員参
加依頼･意見交換会･合同研修会開催）
・関連団体訪問
・支援議員との連携と活動応援

3．国会議員・地方議員と 1）看護問題対策議員連盟・看護問題小委員
の連携を強化する
会の情報を収集し、活用する
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
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
6）会員が議員と接する機会を多くする

・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・要望書提出
・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 地方議会見学・
傍聴
・看護を支援する地方議員の選挙応援 地域活動に協
力
・研修会の講師を議員に依頼

政

１．政治に関心を持ち看護 1）看護現場の問題について話し合う機会を多
や政策に関する議論を
くつくる
活発に行える環境をつ 2）本部・県・支部・施設・会員間の情報流通
くる
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
6）政治の現場を知る機会をつくる
治
力
の
強
化

・1200人以上の会員確保（協会員比率27％以上を目指
1）看護代表者や施設長の理解を深め、入会
す）
協力を依頼する
1．会員増加に向けた活動
・施設訪問 ・電話訪問 ・会員からの声掛け ・元
2）退会予防と退会者の再入会促進に努める
を推進強化する
会員へ入会案内
3）非会員や一般の方の理解を深める
・特別会員や賛助会員への変更案内
4）参加しやすい連盟活動をする
・研修会の工夫

組織の充実・強化と人材育成

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
2．県・支部・会員の主体的 3）リーダーの養成と実践力を強化する
活動を推進する
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

・会員の政治参画意識向上促進活動 ・支部目標の明
1）支部会員増加対策・支援体制を再検討する
確化
3．支部組織を充実・強化
2）支部の活動内容を明確にする
・支部別会員数の増加対策（施設訪問、新採用者の獲
させる
3）支部役員・リーダーの意識強化を図る
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
・ブロック会長会への積極的参加
1）ブロック別協議会・会長会の活発化に努め
4．
ブロック活動を強化し、
・香川県で開催するブロック別ポリナビワークショッ
る
看護管理者や若者の意
プに参加協力（5/8）
2）ブロック別看護政策セミナー開催に協力す
識を高める
・高知県で開催する看護政策セミナーに参加（12/3
る
～4）
・青年部主催ポリナビワークショップ等の開催（12月）
5．若手会員や学生会員の 1）若手会員の主体的活動を充実・促進させる
・県役員会に委員長参加・総会その他の活動時の役割
増加・育成に努める
2）積極的に県・支部の役割に登用する
依頼
3）看護代表者や施設長の協力を依頼する
・全国・他県のポリナビワークショップに参加
4）看護学生に看護政策及びその実現の必要
・看護学校での学生への連盟説明会の開催依頼
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加呼びかけ
6．職種外の看護連盟理解 1）他団体及び地域住民との連携強化を進め ・地域活動・意見交換会・アンフィニ等の情報提供
者を増やす
る
・「現場の声」を発信
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7．リーダーを養成する

1）リーダーの自主性促進のための研修を実 ・リーダー研修2回（5/21・12月頃）
・研修会やイベント時に司会や講師等への登用
施する
2）積極的に県・支部活動時に役割登用する
・アカデミー卒業生に研修会の講師依頼
3）政治アカデミー卒業生を積極的に活用す
る

組織の充実・強化と人材育成

8．各選挙活動への参加を 1）役員・会員の選挙活動の経験を高める
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

9．継続的な研修により連 1）新人基礎研修を実施する
盟活動への理解を深め 2）続基礎研修を実施する
る
3）新支部長、施設幹事、リーダー研修を実施
する
4）一般会員研修会を開催する
5）看護管理者・教育者対象看護政策セミナー
へ参加する
6）看護管理者・教育者ワークショップを開催
する
7）看護協会、看護連盟合同研修会を開催す
る

・各支部主催・県協力で実施（6月～）
・各支部主催・県協力で実施（8月～）
・県主催で実施（5/21・12月頃）
・県主催で開催（8月頃）
・ブロック主催高知県で開催（12/3～4）
・県主催で開催（H29.1月）
・連盟協会共催で開催（H29.3）

10．広報活動を推進する

・機関誌・weekly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）機関誌・weeklyアンフィニ・メールマガジ
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

1．施設・支部・県・ブロッ 1）本部・ブロック・県・支部の連携を強化する ・本部総会(6/14)・県総会(6/25) ・全国会長会3回
ク・本部との 一 連した 2）会員への情報周知を図り、活動への参加を
開催(4/15、6/14、1/26～27)・ブロック別会長会3
組織活動を推進する
推進する
回開催(4/15・6/25・3/2)・ブロック研修会・全国
研 修 会 参加 協 力･全 国 会 長 幹 事長 支 部 長 会 議 2回
(6/14･10/27) ・県別会議1回開催(11/18)・支部役員
会等(適時開催)・月次報告・毎月
2．事務局の運営を適正に 1）会員を適正に管理する
行う
2）財政を適正に管理する
3）職員を適正に管理する

・新会員管理システムの円滑な稼動
・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
・詳細な監査の実施

1．
会員の慶弔へ適切に対 1）規約に基づき対応する
応する

・災害見舞い、物故者への弔意、受章（彰）者へのお
祝い

会員福祉

2．熊本大地震・東日本大 2）組織代表議員・本部と協働して現状に合 ・被災地支援活動推進
震災・各地の激甚災害
わせた支援をする
・姉妹都道府県との連携
へ対応する
3．諸問題へ適切に対応す 3）本部や専門家と相談の上、速やかに問題解 ・本部や専門家等との連携強化・政治活動や選挙運動
る
決する
等関係法規の熟知
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平成28年度会員募集中
看護連盟は、看護協会の目的達成のために存在しています。現場の声を政治の場に届けましょう！
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
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

会員数目標
1200 名

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

（28年8月現在）です。
ぜひご入会ください！

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）

現在 1053 名

年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

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

お問い合わせ先

徳島県看護連盟事務局

会費無料

T E L：088－634－3297
FAX：088－634－3298
メールアドレス
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

編集後記
うんざりするほど暑かった今年の夏の置
き土産で夏バテという方、いませんか。解消
には休息と食事が大切！ゆっくりというわけ
にもいかないと思いますが、せめて一日の終
わりの入浴タイム、好みのアロマでリラック
ス！ラベンダーはリラックス効果抜群です。
食べ物は肉と魚、旬の野菜のオクラにゴー
ヤ、真っ赤なトマト等、タンパク、ビタミン、ミ
ネラルを十分に！
疲れを癒して心機一転！明るく元気に逞し
くそして楽しく前に進みましょう！
AGTTでゴー！
(小島泰代・久保和子）

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
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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