ワークショップ
＊基調講演テーマ：
「看護政策実現に向けた管理者・教育者
の役割」
講

師：日本看護連盟

会

長

草間朋子氏

受 講生の満足度と感想…94.1%、やや不満 2%、連盟の
必要性が理解できた、看護政策予算など参考になった、
基本から国の施策を教わったことはよかった、声が小さくマイクに声が通っていなかった
＊GW テーマ：「看護政策実現に向けて各自の役割を明らかにする！」
受講生の感想…同 じ立場で対策を考えることができ参考
になった、実践的なことが話し合えた、
他施設との情報交換でき、自分の役割が
理解できた、課題への取組みのアイデア
を得た、課題が共通していることが確認
できた、GW の内容を大いに参考にした
い、もう少し時間が多く取れればもっとよかった
交流会

参加者 : 石田議員、受講生 50 名、担当県スタッフ 15 名

合計 66 名

オープニングアトラクション…剣舞
料理…徳島県産の野菜や肉・魚を使用したさわち料理のコース
アトラクション…徳島県の紹介・フラダンス・阿波踊り

   
実施にあたっては前年度から運営会議を設置、役員支部長合同会議のメンバーが実行委員となって実施
しました。全員が揃う機会が少なく細やかな打ち合わせが不十分であったにもかかわらず、各担当委員の
細やかな心遣いでスムーズに運営できました。若いスタッフを各講演の座長として育成の場としたことや
会員の配慮で提供していただいた鳴門金時芋やスダチのお土産も大変喜ばれ徳島の PR にもなりました。
すべての講演の満足度が 90% を超えていたことから参加者それぞれが課題を持って臨み、講演を聞き、
他施設の人の意見を聞くことで、得たものが大きかったことが伺われました。お世話になりました！

青 年 部 の 活 動
第 9 回ポリナビワークショップ in 徳島
テーマ：
「ポリナビ活動を伝えよう、広げよう。若い力で！」
目

的：青年部からの発表を通して、青年部の活動内容や連盟について知ってもらい関心を持ってもらう。
また、医療・保健・福祉の大幅な変革が進められている現状を理解し、国政に関心を向けてもら
えるよう呼び掛けていく。フラダンスで楽しく踊りながら参加者との交流を図る。

日

時：平成30年12月 9 日（日）

「看護連盟について」

場

所 : アスティとくしま第 3 会議室

参加者：22 名

発表 青年部 北島

結佳

看護連盟の生い立ちから国政の場に看護の代表者がいないと看護政策が実現していかないため、政治力
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が必要となることや、看護協会との関係について詳しく説明しました。また、看護の代表「あべ俊子衆議
院議員・たかがい恵美子参議院議員・石田昌宏参議院議員・木村弥生衆議院議員」を写真付きでイメージ
カラーや特徴を交えて紹介しました。今回は選挙について具体的に説明を加えました。選挙公報、投票所
入場券、投票用紙、期日前投票制度、不在者投票制度、引っ越しをした場合の注意点を説明し、選挙に行
くことを呼びかけました。最後に青年部の活動内容を説明し、青年部役員が前に出て、自己紹介と青年部
役員として活動するようになっての感想や良い変化があったことを発表し、青年部への参加も呼びかけま
した。
その後、フラスタジオわけべのりこ先生からフラの振りを教えていただき、音楽に合わせてフラダンス
を楽しみました。
アンケートにも分かり易かった、楽しかったとの感想が書かれていましたが、議員の知名度調査では、
阿部議員 40% 木村議員 60%、たかがい議員・石田議員共に 20% が知らないと答えていました。
このことから、代表議員の知名度を上げる活動も今後の課題として行っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

   

日

第４回中・四国ブロックポリナビワークショップ in 島根
時：平成30年 9 月 1 日（土）

場

所：島根県松江市ホテル白鳥

参加者：175名（徳島県から 3 名）

テーマ：
「9 ナースサミット Season4 “Future” ～看護の未来を描く～」
的：看護の未来を語り、若手看護師の縁（えにし）をつなぐ

目

中・四国ポリナビに参加して
ＪＡ徳島厚生連吉野川医療センター

長元

美咲

第 4 回中・四国ブロックポリナビワークショップ in 島根「9 ナースサミット Season4 “Future”
～看護の未来を描く～」に実行委員として参加させていただきました。当日の受付から会場までの間には、
各県のブースを設置しており、各県で工夫を凝らした展示物があり、興味をそそられるものばかりでした。
ワークショップの内容としては、石田昌宏議員による講演、シンポジウム、グループワークでした。
石田議員は「若者が創る看護の未来」について、今後患者さんは増え続けるため看護師は今よりもっと
不足すると話されました。国民一人ひとりが病気に対する知識を身に付け健康に生活を送ることがこれか
らもっと大切になるという話をしていただき、そのためには看護師が知恵を発信していかなければならな
いと学びました。また、「若者が創る未来」について、訪問看護ステーション、特定行為研修修了看護師、
認定看護師の方をシンポジストに迎え、それぞれの立場から講演をしていただきました。私自身まだしっ
かりとした目標を持っていないため、シンポジウムを聞いて、目標を持ち、その目標に向かって努力した
いという気持ちが高まりました。グループワークでは、「若者が創る未来」について話し合い、画用紙に
まとめ発表しました。私が参加したグループでは、議題が難しかったため、自分達が今後したいことにつ
いて話し合いました。日々の業務に追われて自分が思っているような看護ができないことや今の仕事で
キャリアを積んでいきたいが、結婚して出産するとキャリアが途絶えてしまうことが多いため、女性が仕
事をしていくためにはどうしたらよいか等、様々な課題が多く、活気のある意見交換となりました。
今回初めて実行委員長をさせていただき、各県の実行委員の方の話も聞くことができ、とても勉強にな
りました。連盟と聞くと堅苦しいイメージがありましたが、皆さん楽しく活動されており、とても良い雰
囲気でした。また機会があれば参加して交流を深め、青年部活動に生かしていきたいと思います。
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全国ポリナビワークショップ in 愛知
日

時：平成31年 2 月23日（土）

テーマ：
「熱伝導

場

所：名古屋中電ホール

いい看護の答えは現場にある」

参加者：約 450 名（徳島県から 4 名）

全国ポリナビ in 愛知に参加して
青年部部長

第12回全国ポリナビワークショップ in 愛知「熱伝導

JA 徳島厚生連阿南中央病院

中浦

眞美

いい看護の答えは現場にある」に参加してきま

した。会場いっぱいに参加者が集まり、20～30 代と年齢層も若かったです。今回は、石田まさひろ先生
をお迎えし、石田先生からの国政報告をお聞きしたあと、壇上に石田先生と全国 6 ブロックの青年部代
表メンバーが上がられました。会場の参加者もしっかり参加できるよう、意見や質問を携帯から送れるよ
うになっており、会場からの質問にも石田先生に答えていただいたり、話し合ったりしました。そこでは、
様々な現在の看護の現状や課題が挙げられ、改善すべき点も明確になり、また石田先生が改善しようと務
めていただいているのも分かりました。働き方改革の話もありました。多くの医療職が残業や夜勤で日々
忙しい業務をこなしています。それが患者にとってはいい看護になっているのか、看護師の看護をしてい
るという実感が得られないなどの問題もあります。しかし、それらの問題を働き方改革や一つ一つの問題
を法律で改善していくことにより、看護師が看護している実感を持てるようになり充実感を感じられると
思います。 働く側が余裕を持って良い環境で働 くことの大切さ、そして、そのように変えていく法律の
重要性を改めて痛感しました。石田先生は自分の体験談も交えて分かりやすくお話しくださり、本当に身
をもって痛感することばかりでした。会の最後には会場全体で石田先生へエールを送り、さらに選挙へ向
け頑張っていこうと気合いが入りました。このポリナビワークショップへ参加し、実感したことや得たも
のを持ち帰り、熱伝導で周りの人達へ伝えていけるようにしていきたいです。
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ポリナビとは（Politic Navigator’
s Network）の略語で看護連盟の若手看護職会員を中心として
2007 年に発足した集まりのことです。ポリナビでは「政治」、
「政策」の学びを通して、自分たちにでき
ることを考え実行することで、日本の看護・医療がよりよいものになることを目指しています。
徳島県ポリナビは 2009 年から活動を始めました。
活動内容として

・ポリナビワークショップ in 徳島の開催（年一回）

・メンバー会（委員会）適時開催（情報交換や勉強会含む）

・中四国ブロックポリナビワークショップ協議会に参加 (1 ～ 2 名 )

・全国ポリナビ、中四国ブロック他県開催のポリナビへの参加（希望者・適時）
・本部・県看護連盟その他関連する諸行事への協力

これらを中心に和気あいあいと楽しく活動しています。皆様もご一緒に若手会員として活動しませんか。

＊看護連盟は、20 ～ 30 歳代の若者の活動を応援しています。ポリナビは全国とつながっています。
全国に仲間ができ、見識が広がり、自立心が養われるなど、多くの学びを得ることができますよ！

各 支 部 研 修 会
美馬・三好支部
開催日：平成30年 9 月29日（土）

場

所：訪問看護ステーション半田

講

演：
「看護連盟の役割・責任・義務」

講

講

座：
「フラダンスを楽しみましょう！」 講

師：連盟第一副会長

参加者：16 名
吉岡批呂子

師：ダンススタジオ FUN 代表

土井

逸子 氏

参加者増加を期待して、テーマに変化を持たせたが、従来通りと変わらない参加数であった。
連盟の話の後のフラダンスでは参加者の笑顔と大きな笑い声が会場を満たし、日頃の生活ストレス発散
の機会になったようだ。会場に石田昌宏議員のポスターを貼り、改めて参加者に「石田まさひろを応援す
る会」への入会案内を行った。

（美馬三好支部

西岡

和子）

吉野川支部
開催日：平成30年10月19日（金）
講

演：
「看護連盟について」

場
講

所：鴨島公民館

参加者：28 名

師：連盟第一副会長

吉岡批呂子

体験講座：「スパルーチェを使ったハンドケア」
講

師：スパルーチェエデュケーター

伊藤

永奈 氏

実際にクリームなどを使ってハンドケアを体験した。グループになったこともあり、周りの人と話をし
ながら楽しく研修を受けていた。ハンドマッサージは患者への実施できるためこれからの現場で実施して
いきたいとの声も上がっていた。

（吉野川支部

阿波支部
１．開催日：平成30年10月18日（木）
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場

所：阿波病院大会議室

講

演：「看護連盟を理解する」 講

師：支部長

山本

G

W：「日常の業務について思ったことを話し合う」

優子

参加者：35 名

山形

富子）

DVD 学習：「石田昌宏

いい看護の答えは現場にある」

連盟の必要性が分かった、一人一人に声掛けをしていく、連盟活動や議員の活動をもっと PR していく、
看護協会会員への声掛け、連盟の研修は直接議員に現状を聞いてもらえるまたとない機会であることを説
明して PR するなどの意見が出て活発な研修となった。
２．看護連盟阿波支部・阿波病院教育委員会共催研修会
開催日：平成31年 1 月24日（木）
体験講座：「ストレス解消

場

所：阿波病院大会議室

アート体験」

講

参加者：27 名

師：臨床美術士

久保

和子 氏

初めて臨床美術という言葉を聞いた、初めて体験したという人が多かった、日頃の業務を忘れてとても
楽しく参加することができた。

（阿波支部

山本

優子）

鳴門支部
開催日：平成30年10月21日（日）

場

所：斉田公民館２階会議室

講演１：
「看護連盟の役割と責任について」

講

参加者：24 名

師：連盟第一副会長 吉岡批呂子

看護職の責任と義務をまず知り、その中で看護職の職能団体としての在り方と、連盟活動の必要性につ
いて話して下さいました。
講演２：
「睡眠セミナー」

講

師：東洋羽毛株式会社

上級睡眠健康指導士

濱田

隆晴 氏

よりよく眠るための心得として、より健康に、より生き生きと毎日を過ごすためには、充分かつ快適な
睡眠を確保することが大切と、―睡眠の 6 カ条―についてと、交代制勤務の負担を軽減する眠りのヒン
ト①夜間勤務前―少なくとも睡眠不足の状態で勤務に入らない。②夜間勤務中―できる限り明るい環境で
勤務する。③夜間勤務後―なるべく光を浴びないようにして、早々に帰宅する。などわかりやすい内容で
した。

（鳴門支部

三好

節子）

徳島支部
開催日：平成30年10月13日（土）

場

所：ふれあい健康館第 2 会議室

基礎研修：「看護連盟の役割と活動について」

講

師：連盟会長

小島

参加者：20 名
泰代

体験講座：「日々の爪のケアとマニキュアの体験」
講

師：SpaLuce エデュケーター

伊藤

永奈 氏

基礎研修では、看護職代表議員の主な実績や活動の実際を説明され、連盟の存在意義と、自分たちがす
べき役割について理解が深まった。今回は、日頃、手元を見られることの多い看護師にとって爪のケアは、
安全面や衛生面から大切な身だしなみの一つであるので爪のケアとマニキュアの体験を取り入れた。研修
では伊藤先生の説明の後、マニキュアを手に取り、徐々に美しくなっていく爪を見ながら感心しており、
参加者全員がいい表情で、楽しい時間を過ごすことができた。慌ただしい毎日の中でひと時のリフレッシュ
の機会となった。

（徳島支部

木内

和江）
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小松島支部
開催日：平成30年12月15日（土）

場

所 : 徳島赤十字ひのみね総合療育センター会議室

参加者：35 名
講

演：
「ベッドサイドから政治を変える！今、私達は何をしたらよいのか」

講

師：連盟会長

小島

泰代

体験講座：「心身のリフレッシュ

寄せ植え！」

講

師：小山

妙子 氏

研修会についてアンケートから 84% が満足しており、96% が今後に役立つと答えていた。
講演の後のリフレッシュ体験で楽しく寄せ植えをしながら、講演内容の話や石田議員の話を交えて他施
設のスタッフと話すことができ親睦を深める機会となった。非会員の方も 9 名参加しており、看護連盟
の役割や看護環境改善の必要性を知ってもらう良い機会となった。
「今後 10 年 20 年先に老々介護になっ
ていく中、看護師が働きやすく、患者が安心して医療を受けられるような看護現場とすることが重要。他
のスタッフや周囲の人にも伝えていく」との前向きな発言が聞かれた。看護代表が政界に出ることが看護
界の発展に繋がっていることを知ってもらうことができたので、今研修会が次の投票行動に繋がることを
願っている。

（小松島支部

庄野

美香）

阿南第一支部・阿南二支部合同研修会
開催日：平成30年11月24日（土）
講

演：
「看護連盟活動について」

場

所：阿南共栄病院
講

参加者：47 名

師：徳島県看護連盟会長

小島

泰代

体験講座：「アロマワックスバーとルームスプレーを創ろう！」
講

師：JAA 日本アロマコーディネーター

中山

香織 氏

病院合併を控え、相互に協力して実施しました。研修を通じて共に連盟活動を知り、再確認し、親睦を
深める機会となりました。講演では連盟について分かり易く説明がありました。連盟が送り出した代表議
員の今までの成果や現在活躍中の議員紹介、看護協会との連携推進、看護政策の実現は、看護職自らの手で、
力で解決するといった意識づけの重要性を理解することができました。また、政治活動と選挙運動の違い
や選挙方法について基本的な内容もあり、参加者からよく分かったとの感想を多くいただきました。非会
員の方もいて連盟活動を知ってもらう良い機会になりました。
アロマづくりでは、中山先生のレクチャーの後、親子で協力しながら好みの香りや飾りを選び、可愛い
アロマワックスバーとルームスプレーをつくることができました。カラフルでインスタ映えする作品を手
に写真を取り合ったり、褒め合ったりと楽しい時間を過ごすことができ、いい香りに包まれて心が癒され
た時間でした。
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（阿南第一支部

桑村

直美、阿南第二支部

藤原

由香）

私の

自慢
シリーズ

夢の一つを実現
吉岡批呂子
中学を卒業して高校入学までの時期、母と一緒に 2 泊 3 日の八十八
か所参り（香川の一部）をしたことが、年を重ねる毎に思い出され、
いつかきちんと全部回りたいと願っていました。
60 歳の定年・65 歳を過ぎても働くことに意欲を持ち、求められた
職場で勤務を続けてきましたが、いよいよ平成 30 年 3 月の退職を迎え、

「退職後はお参りしたいな」と漠然と考えていた 29 年 12 月某日の朝刊で八十八か所参りの募集を見つけ、
迷わず申し込みました。必要物品は企画したバス会社で準備したものの、お参りの作法など何も知らない
ことに不安はありましたが、参加してみると同行の先達さんや先輩参加者が都度、優しく（時には厳しく）
教えて下さるので、徐々にお参りの手順に慣れ、回を重ねる毎に楽しい時間へと変化しました。また、毎
回、バスの座席・相手が変わることや住職さんから聞く話、バスの中でいただくお接待等は、今まで経験
したことのない心がほっこりする喜びでした。
更に、写経や納札・お賽銭をお供えし、ローソク・線香を立て、住職さんを中心に全員で般若心経を唱
える一連の流れを終える度に、言葉にできない満足感が得られ、毎回、次のお参りの日を心待ちにしてい
ました。寒い 2 月から始まったお参りも 11 月に 88 番目の大窪寺を参拝し、12 月に高野山へ報告とお
参りを済ませ、無事結願できました。今回は、写真など取る余裕もなく、一番札所の霊山寺と 88 番目の
大窪寺で撮影した集合写真、そして親しくなった方が最後の高野山で撮影してくださったものが思い出の
写真です。①親しくなった方とツーショット、②は同じ参加者の一部の方です。高野山以外は私も白装束
に笠を被り、杖をついてお参りしました。今年（31 年）、2 回目の参加をします。今回は各お寺をしっか
り見て、写真も撮りたいと考えていますが、その余裕があるかどうか・・・。
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看護連盟からのお知らせ
2019年度日本看護連盟通常総会
開催日：2019年 6 月 14 日 12：30 ～
場 所：ザ・プリンスパークタワー東京

徳島県看護連盟

2019年度徳島県看護連盟通常総会

徳島県看護連盟だより

第28号

開催日：2019年 6 月22日 13：00 ～
場 所：徳島県看護会館大研修室

平成31年3月25日

〒770－0801
徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
TEL 088－634－3297
FAX 088－634－3298
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

「ベッドサイドから政治を変える」
ために会員募集中！
看護を守るのは看護職です。現場の声を政策の場に届けましょう！
正会員・特別会員：年会費 8,000 円（本部会費 5,000 円県会費 3,000 円）
（正会員とは協会会員であって連盟に入会して下さる方、
特別会員とは以前に正会員であって、現在は未就業で協会会員でない方）
賛助会員：年会費一口 1,000 円（何口でも可）
（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）
学生会員：年会費無料（学生会員とは看護職になるために看護を学んでいる学生の方）

お問い合わせ先

徳島県看護連盟

〒770－0801 徳島市上助任町三本松 375－5 青藍コーポ 301 号室
T E L：088－634－3297 FAX：088－634－3298
メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

編集後記
今号は、平成30年度後半の活動を掲載しま
した。私の自慢の一枚シリーズへの投稿をお待
ちしています。ご意見やご提案などもどしどし
お寄せ下さい。
今年は選挙の年、看護の未来を変えてくれ
る看護職議員をつくるのは看護職自身である
ことを意識して皆さん選挙に行きましょう。
忙しい看護職、投票日に行けないことも考え
られます。ぜひ、期日前投票をして、大切な一
票を有効に使いましょう！
来る７月には、喜びを分かち合えるようガン
バロー！

(小島)

投 稿 先
徳島県看護連盟事務局

〒770-0801 徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
ＴＥＬ：088－634－3297
ＦＡＸ：088－634－3298
メール：
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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LED

LED といえば徳島県といわれるように世界ではじめて青色 LED を製品化した徳島県は、当然のことな
がら LED の出荷量も日本一。高輝度 LED の生産量は世界屈指を誇り、LED 関連企業が 130 社余り集積
する LED 先進地域で、LED バレイとも呼ばれています。
信号機、スマホ、パソコン、照明、車やバイク、看板や大型ディスプレイ、街を彩るイルミネーション
など LED は今では、私たちの日常生活になくてはならない必需品となっていますね。
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