２０２０年度徳島県看護連盟活動計画

見える活動、行動する会員、確かな組織づくり

重点方針
目

標

活

動

1．
看護職
１）第 26回参議 院 選挙における組
国 会 議 員 の 支 援を
織内候補者の選定と選挙活動方
強化する
針の策定・活動の推進
２）看護職国会議員の周知と支援強
化
３）公職選挙法遵守の徹底

手

（太字は新規項目）
段

政
策
実 現

・第26回参議院選挙組織内候補者決定後、選挙対
策会議を立ち上げる
・ 選挙対策マニュアルを策定する
・マニュアルに沿って活動方針を決定し、計画立案
する
・ 代 表議員、日本看護連盟、県内各支部との連携を
密にする
・看 護職国会議員の名前や活動を周知させる（活動
報告・HP・各種グッズ等の活用）
・コンプライアンスに基づいた活動を実施する

力
の
強
化

２．
県選出の国会議員・ １）看護に理解のある議員の活動支 ・看護を支援する地方議員の選挙を応援する
地 方 議 員との 連 携
援
・ナーシングナウキャンペーン看護の日記念事業の
を強化する
２）議員との情報交換、連携強化
一環として県議の看護現場視察を実施する
３）会員が議員と接する機会を提供 ・議員と意見交換会を持つ
・現 場の声や諸問題を集約し、政策提言・要望書を
提出する
・県・支部で議員を含めた勉強会や施設視察会等を
開催する
・関 連議員主催の講演会等への参加や研修会の講
師を議員に依頼する

組
織
の
充
実
・

３．他 関 連 団 体との 連 １）関連他団体への働きかけ
携強化を図る
２）賛助会員の確保推進

・関連他団体に看護職議員のＰＲや後援会活動を依
頼する
・日本精神科看護協会・助産師会・支援団体や支援
企業・地域住民との交流の場を持つ

1．会員数の増加を図 １）県・支部の増員目標作成
る
２）看護協会との連携強化
３）入会継続の推進
４）退会者の防止と再入会促進
５）学生会員・賛助会員の入会推進
６）ＯＢ部の会員確保
７）参加しやすい連盟活動の工夫

・増員目標数として50名、賛助会員10名増員させる
・看 護協会との連携を密にし、協力体制（情報交換
の場・意見交換会他）を強化する
・看護代表者への依頼（電話、施設訪問）を効果的に
実施して活動協力を得る
・施 設訪問による情報提供・情報交換・現場の声収
集の機会を多くする
・退職者に特別会員の説明を行い、入会勧誘する
・看護学校での看護と政治に関する講座実施を推進
する
・学 生にパンフレットや入会リーフレットを配布、ポ
リナビ活動の見学を推進する
・OB部をＰＲして会員確保、活動の活性化を図る
・ニーズに合った親しみやすい活動を企画運営する

強
化

２．
看護協会との更なる １）徳 島県看護協会への働きかけと ・徳 島県看護協会との意見交換会を最低年2回開催
連携強化を図る
情報の共有
する
・協会役員の連盟入会率を向上させる
・ 情 報交換の場を多く持ち、協会役員や会員への情
報提供を推進する
・ブロック別協会連盟会長合同会議を開催し、連携
を深める
・協会と連携した要望活動・陳情等をする
・相互のイベントに相互が参加する機会を多く持つ
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目

標

活

動

手

段

３．看護連盟活動の周 １）効 果的な情報発信・活発な情報 ・機 関誌アンフィニ、ミニアンフィニ、メールマガジ
知を図る

交換
２）効果的な連盟活動のPR
３）連盟活動への参加推進

ン、ホームページ、連盟紹介ビデオ、会員ハンドブッ
ク、各種グッズを活用する
・ホームページの内容更新・適時適正な情報発信をする
・県連盟だよりの内容を充実させる
・創立60周年記念として連盟だより特別号を発行する
・ 各研修会を充実させ、参加を促進する
・連 盟役員やリーダーが日常の看護現場で連盟活動
の成果を伝える

4．県・支部・会員の １）県・各支部の目標の明確化
主体的活動を推進 ２）本 部・県・支部・施設・会員間の
する

情報の共有化

・ 教 育・広報・組織強化について役員・支部長間で
担当を決めて主体的に活動する
・県・各支部の活動目標を具体的に設定し、評価する

３）リーダーの育成と実践力の強化

・連 盟本部－県連盟－各支部－会員の情報収集・発信を

４）看護管理者や看護教育者の政治

効果的に行う（会議・メール・文書・ホームページ他）

参加促進
５）会員の自立に向けた活動強化

・県 役員会・支部役員会へ相互参画し、必要な情報
の収集発信を進める
・ 各 施設 各病棟にリーダーの配置呼びかけとリー

組

ダー研修への参加を促す

織 の

・看護代表者に看護政策セミナー等への参加を呼び
かける
・役 員会や研修に積極的に参加し、発言できるよう

充

工夫する

実 ・

5．
支部組織を充実・強 １）支部支援体制の強化
化させる

・支部担当の役員を配置し、支援を強化する

２）支 部役員の役割・活動内容の周 ・リーダー研修・支部長研修等で役員の役割を周知

強

知徹底

徹底する

化

３）支部役員・リーダーの意識強化

・ 各部署で役割を発揮できるリーダーを育成する

４）支部会員のモチベーション向上

・連 盟の役割と活動の意義を広め、会員の政治参画
意識を向上させる
・連盟活動や研修に会員の声を反映させる

6．若手会員の育成に １）青 年部の活性化と活動の充実・ ・青年部主催ポリナビワークショップを企画・開催する
努める

促進

・他県のポリナビワークショップに委員を参加させる

２）積 極的に県・支部の役割依頼等 ・ ブロック別青年部会議への参加推進（次年度徳島
活用促進

担当）

３）看 護代表者や施設長、看護教育 ・ 各支部から青年部委員を出す
者に協力を依頼
４）学生への働きかけ

・県 役員会に青年部委員長参加・総会その他の活動
時の役割を依頼する
・学校・学生へのポリナビ参加案内をする

7．
継続的な研修により １）支部研修の充実
連盟活動への理解 ２）支部役員等の研修の充実
を深める

３）OB研修会実施
４）看護管理者・教育者対象リーダ
ー研修実施

・支 部主催で開催（新人基礎研修、続基礎研修、一
般研修）
・県 主催で開催（新役員支部長研修・リーダー研修
（9月予定）OB研修（11月予定）リーダー研修（管
理者・教育者対象2021年2月予定））

５）看護協会、看護連盟合同研修会 ・連盟協会共催で開催（2021年3月予定）
共催

・他県の研修やイベントを参照し、良いアイデアを工夫する
・役員や支部長の強みを活用する
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目

標

活

動

手

段

組織の充実・強化

8．
施設・支部・県・ブロ １）本
 部・ブロック・県・支部の連携強 ・本部関連会議に参加する（総会・全国会長会）
ック・本部と連携した
化
・ブロック別会議、研修に参加する
組織活動を推進する ２）会 員への情報周知と活動への参 （会 長会、会長・幹事長合同会議、ブロック看護管
加推進
理者・教育者看護政策セミナー（11/30～12/1）、
ポリナビ協議会）
・ ブロック別選挙戦略会議の開催と参加
・通常総会開催（6/27）
・県役員会・支部長合同会議等開催（原則第1土）
・ 各支部会議開催
・本部への月次報告を行う
・会員管理システム・後援会システムの円滑な運営を
する
・政治資金規正法を遵守する
・報告・連絡の徹底と服務規律の遵守を徹底する
・詳細な監査を実施する

2．会員の福利厚生を １）災害・慶弔時の適切な対応
適切に対応する

・日本看護連盟内規並びに県連盟規約に基づき、災
害見舞・慶弔へ対応する

会

1．事務局の運営を適 １）適正な会員管理
２）業務・財務の適正な執行管理
正に行う

員
福
祉 の
充
実

3．災害時その他の諸 １）会員の安全対策
・災害時等、緊急時の連絡や情報提供を円滑にでき
問 題 に 適 切 に 対 処 ２）本部や専門家と連携した迅速な
るよう県及び支部役員の連絡網を整備する
する
問題解決
・災害見舞や支援金等に関する情報を適切に会員に
提供する
・コンプライアンスに基づく活動のための情報を提
供する
・本部や専門家等と連携を密にし、適切に対処する

2020年度役員・支部長ご挨拶
会員の皆様、日ごろは連盟活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございま
す。
徳島県看護連盟は現在、７支部（徳島、小松島、阿南美波、鳴門、阿波、吉野川、
美馬三好）と 1 部（青年部）で活動を行っていますが、今年度より青年部に加え
てＯＢ部が発足することになりました。これまで 1 年に 1 回実施してきましたＯ
Ｂ研修は、今後、ＯＢ部が担当することになり今年度は11月を予定しております。
新型コロナウイルス感染が収束しない中、皆さんが安心して楽しめるような集いを
第一副会長OB部
部

長

吉岡批呂子

目指し、準備をしていきたいと考えています。
さて、ＯＢ部の役割とは、看護職ＯＢの個人力（資格、特技、経験、人脈等）を
活かし、自身のできる範囲で、ゆるやかに継続的に行う活動を結集した後方支援だ
と思います。
突然、発症した新型コロナウイルス対応に疲弊している看護職が再び、元気と意
欲を取り戻す。また、私たち自身が元気なシニアを続けるためにも、看護職ＯＢの
力が必要です。
気兼ねなくワイワイ活動できる部を目指しています。
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2020年度より、第 2 副会長を務めさせていただくことになりました、川西誠子
です。今まで看護連盟の会員として、通常総会、各研修に参加させていただいてい
ましたが、役員として連盟活動の実際に関わらせていただくこととなり、大変緊張
しております。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、医療・看護は新たな危機に直面してい
ると思われます。さらに九州、各地での豪雨災害が起こり被災地では多くの方が健
康被害を受けています。このような社会情勢の中でも、看護の力は人々を健康に導
第二副会長

川西

誠子

き、健康な社会づくりのために必要不可欠です。看護職が安心して働けるようにす
るために現場の声を届けられるよう、連盟役員の一員として、1 人でも多くの人に
連盟の役割と活動を理解してもらえるよう努めたいと思います。微力ではございま
すが、諸先輩方にご指導を賜りながら活動に取り組んで行きたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

この度、幹事長を務めさせて頂くことになりました。日増しにその重責を感じて
います。
日々新型コロナウイルス感染対策や豪雨災害対策など懸命に取り組む看護職の
方々に尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。
それぞれの立場で働いている大勢の看護職の方々をサポートするために、徳島県
看護連盟は行政や地方議員に働きかけています。今後私もその一翼を担えるように
精進し、皆様のご指導をいただきながら力を尽くしていきたいと思います。
幹事長

藤本由紀子

「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」
看護連盟は、あなたの生活が明日から変わるために、あなたの声を届けます！
今後ともご支援ご協力をお願いいたします。

支部長として今年で 6 年目を迎え、過去２回の参議院選挙で、髙階恵美子議員、
石田昌宏議員再選に向けての活動を経験しました。看護連盟は政治活動を行う組織
ですが、政治は私たちの日常生活や看護の現場に密接に関係しています。山積する
看護問題を解決するためには、現場の声を政治の場、国会に届ける看護職代表の国
会議員が必要です。労働条件の改善や法律の制定・改正など、代表議員による多く
の実績が、確実に安全・安心で働きやすい職場環境につながっていることを、支部
研修や日々の活動の中で伝えていきたいと思います。
財政部長

徳島支部支部長

木内

和江

現在、徳島支部は会員数203名（令和 2 年 6 月末）で、支部役員、施設幹事合
わせて14名で活動しています。組織の充実・強化において中核となる会員の増加
対策は重要であり、支部の活動目標には毎年継続して会員数（新規加入者・再加入
者）の増加をあげ、取り組んでいます。しかし、会員増加に直結する対策は少なく、
引き続き日々の地道な勧誘活動や情報提供を丁寧に実施していきたいと思います。
また、会員確保対策として、会員在籍施設を中心に施設訪問を実施してきました
が、本年度は対象先を在籍会員がいない施設にも拡大し、看護連盟活動への理解と
協力をお願いしたいと考えています。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
により、支部活動にも制限があり、施設訪問も実施できていないのが現状です。
今後状況を見ながら、支部研修の実施も含め、支部目標達成に向けて努力してい
きたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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徳島県看護連盟創立60周年を迎えるにあたり、今日があるのは諸先輩方並びに
会員の皆様方が長年、連盟活動にご尽力された賜物であり、心から敬意を表します。
徳島県看護連盟幹事として携わり３年目となります。看護連盟の使命のもと、
「看
護職代表議員を国会に継続して送る」等の活動をして参りました。活動を通して、
連盟活動の重要性を再認識すると同時に、その活動について理解を得ることの難し
さを感じます。
看護基礎教育制度改革や地域包括ケアにおける看護提供体制の構築、働き方改革
幹

事

宮本小由里

や役割拡大の推進等、看護協会が提言する看護政策実現のために看護連盟が活動し
ております。
政治活動を支援することが、看護を取り巻く環境の改善につながると実感して頂
けるよう、今後も微力ながら看護職の未来、看護連盟の発展のために力を尽くして
参りたい所存です。

創立60周年の大きな節目に立ち会えたこと、会員の一人として大変うれしく感

じています。

幹事になって 3 年目、幹事としての仕事の糸口を見つけられないまま、役割の難

しさを痛感しているところです。

また、新型コロナ肺炎という悪夢のような今日、幹事として一層活動に困難を感

じています。しかしながら我々看護職が、今だからこそ試される時でもあるかと自
分自身を奮い立たせている状況です。
幹

佐藤

事

民江

今年も、政策に関する活動はもとより、会員確保の問題、病院訪問の問題、研修

開催の課題などを解決していかなければなりません。青年部が活躍したり、OB 部

が旗揚げするといった明るいニュースもあり、期待できる予感です。60年という
長い年月、多くの先輩たちがかかわってきた歴史の中で積み重ねてきた大きな財産
をこれからもますます発展させ、ともに守っていかなければならないと、そんな思
いでいっぱいです。

できることならこの栄えある60周年記念を新型コロナウイルスなどに邪魔され

ず迎えることができていたら…などと少し余分なことまで考えてしまいました。

米エール大学助教授

成田悠輔氏は 7 月23日徳島新聞「新型コロナと文明」の

中で、免疫と共同体の語源に触れた後、「この語源遊びは私たちにささやく。免疫
の壁を飛び越えて人間の共同体が作り出す感染は、終息することなどないのだと。
ウイルスも人間もグチャグチャに一体になって交換、交尾、交流するこの社会にとっ
て、うつしてしまうかもしれない、うつされてしまうかもしれないことは初めから
刻み込まれた宿命である。」と述べています。
徳島県看護連盟創立60周年を迎えた今年、看護職にとって最も過酷で危険であ
監

渡川

事

明子

り、しかしながらその力が大いに期待され、感謝されている時期だと言えます。多
くの看護職の方々は高い倫理観と使命感をもって日夜患者さんのケアに当たってお
られることでしょう。このような現状の中で看護職を守るための方策は政治の力な
くしてなし得ません。看護職を守ることはひいては国民の命を守ることだと今回の
感染を通して実感しています。看護職の代表が国会にいることは、私たち看護職の
支えであり希望であり、正義の実践を可能にしてくれます。看護連盟の存在価値は
ここにあると私は思います。
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看護連盟創立60周年おめでとうございます。
節目の時に役員をさせていただく機会を得て感謝申し上げます。
平成29年度より幹事長として 3 年間努め、今年度から監事をさせていただくこ
とになりました。
連盟役員の皆様には、ご指導やご協力をいただき務めあげることができました。
感謝しています。
連盟活動を通して、日頃お目にかかれないような数多くの方との出会いに恵まれ、
監

事

祖父江定子

また、貴重な経験をすることができ、視野を広め自己研鑽の機会を得ることができ
ました。
看護職の代表を国政に送り出すことの必要性について、会員の皆様へ認識しても
らい、政治の場で現場の課題を解決していただくことがいかに大切であるかを痛感
しました。より看護連盟の会員の増加に向けて働きかけが必要であると思います。
今後も、連盟役員と共に今までの経験を活かし頑張っていこうと思います。よろ
しくお願いします。

看護連盟創立60周年記念を迎えおめでとうございます。心よりお慶び申し上げ
ます。
又、看護連盟を支えて来られた役員・連盟会員の皆様へ心より感謝申し上げます。
日本看護連盟は1959年10月15日に設立し、社会情勢に応じた数々の看護問題
を国政に届け、現在の看護環境に至っています。私は、昨年度より引き続き、諸先
輩の方々や連盟会員の皆様に支えられ支部長とし活動していますが、看護環境問題
は国政に届けなければ何も変わらないことを実感しています。今年度の医療現場は、
美馬・三好支部長

宮成みどり

COVID-19 がいまだに収束せず緊迫した状況で心的ストレスが多い中、細心の注
意を払い、皆様業務されていることと察します。そのような方々へ看護連盟は国政
に慰労金の受給を申請致しました。皆様の手元に届いてますでしょうか？まだまだ、
看護環境を取り巻く困りごとが沢山あると思います。看護連盟の新スローガン「届
けよう看護の声を！私たちの未来へ」を掲げ皆様の声を国政に届けるよう活動して
まいりますのでご協力宜しくお願いいたします。

この度、阿波支部の支部長をさせていただく事となりました中山と申します。
今年度、阿波支部では、学習会として基礎研修を兼ね「看護連盟を理解する」ま
た、リフレッシュ研修として「3 Ｂ体操」を計画しております。支部での役員会や
学習会、研修会等を通して、会員ひとりひとりに看護連盟活動の必要性や、私達看
護職の代表である国会議員の方々の活動内容の重要性について理解を深めてもらう
よう働きかけていきたいと思います。そして、看護職の働く労働環境をより良いも
のにしていくという強い信念を持ち、支部全体が一致団結し、会員増に向けて取り
阿波支部長

中山
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元己

組んでいきたいと思います。看護連盟の諸先輩方や他支部の方々のご指導、ご協力
を頂きながら支部長としての役割が果たせるよう努めてまいりたいと思いますので
どうぞ宜しくお願い致します。

この度、吉野川支部

支部長をさせていただくことになりました木島美香です。

前支部長の山形さんは支部長として会員数増加、支部活動などを精力的にこなさ
れてきました。私はそれらを会計として支えてきたわけですが、見ると自分が実際
に支部長を引き受けてやるのは大きな違いがあり、役割を果たせるだろうかと戸
惑っています。また、看護連盟創立60周年記念の年でもあるため、役割を果たす
べく精一杯励むつもりではありますが、なにぶん初めてな事ばかりで、至らない点
も多々あるかとは思いますが、役員の皆様のご指導、ご鞭撻を頂き頑張ります。
吉野川支部

木島

支部長

美香

さて、毎回議題になる会員数減少ですが、吉野川支部も会員減少しております。
今後の看護連盟を考えれば20歳代、30歳代の会員増加は必須と考えますので、
20、30歳代の会員数増加を積極的に目指しています。皆様のご協力をお願いし、
私の挨拶とさせて頂きます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

徳島県看護連盟創立60周年おめでとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大（対応）の中、お仕事されている皆様お疲れ様です。
感謝申し上げます。
日頃は、看護連盟活動にご協力いただきありがとうございます。
鳴門支部は、現在会員数86名で、昨年度より減少しています。
会員数の年々減少に対し、会員増を活動目標にしていますが、なかなか目に見え
る成果が出せていないのが現状です。力不足を感じています。
鳴門支部

三好

支部長

節子

今年度も支部研修会（基礎研修、一般研修）を計画しています。新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策時期にて、支部役員会、施設訪問等自粛していますが、防止
対策を取りながら、徐々に開始して行きたいと思っています。看護連盟について、
再度ご理解をいただき、一人でも多くの方に入会、継続をしていただけるように、
役員、会員の方々、よろしくお願いいたします。

この度、小松島支部長をさせて頂く事になりました。
現在、小松島支部は 9 施設で会員数が192名です。支部長として会員の方々と各
種研修会を通じて、交流を深め組織強化を図って参りたいと考えています。
また、新型コロナウイルス感染症の蔓延により各看護現場においても感染対策等
多くの課題が山積している事だと思います。このような時だから、看護職代表であ
る 4 名の国会議員の方々へ現場の声を届かせ、日本看護連盟のスローガンにある「届
けよう看護の声を！
小松島支部

中野

支部長

顕作

私たちの未来へ」が実践できるよう、微力ではありますが責

務を果たしたいと考えています。私自身の勉強不足でご迷惑をおかけする事もある
かと思いますが、一人でも多くの看護師が看護連盟に関心を持ち入会していただけ
るよう、活動して参りたいと思います。今後ともご協力のほどよろしくお願いいた
します。
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阿南第１支部と阿南第２支部が統合し「阿南・美波支部」としての活動が始まり、
同じく支部長として活動を始めてから 2 年目を迎えました。支部長になるまでは、
看護連盟の必要性は理解していたものの、役割や意義を深く考えることなく活動に
参加していたように思います。看護職が自分の仕事に夢や誇りを持ち、イキイキと
働き続けられる職場を作っていくためには、１人ひとりの努力だけでは限界があり
ます。現場の課題を解決するためには、国政の場に看護職を送り「現場の声」を届
けるしかないと実感しています。
阿南・美波支部長

川下佳代子

会員数の減少という現実を考えると「誰かがやってくれる」という他力本願の風
潮は否めませんが、看護に関する問題は看護職自らが解決していくしかありません。
支部長として活動する中で「組織の力」を感じることが多くあり、その強化は必須
だと改めて感じています。1 人でも多くの人に看護連盟の役割を理解してもらい、
連盟活動に関心を持ってもらえるように頑張っていきたいと思います。

青年部部長をさせていただいている中浦です。今年はコロナウイルスの影響で、
青年部でも集まれない状況が続き、計画が思うように実行に移すことができません
でした。新旧交代もあり、青年部は 5 人からスタートします。新役員を１名迎え、
皆で協力し合い、意見を出し合いながら、青年部役員の確保、各支部若者へ連盟に
ついて説明し、協力・参加していただけるよう努力していきたいと思います。
さらに中・四国青年部で行われているブロック会議の担当県が来年は徳島県です。
初めての経験で不安もありますが、他県のアドバイスを受け、中・四国青年部との
青年部

中浦

部長

眞美

繋がりを深め、有意義な会にできるよう役員とともに頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

藤本由紀子

私の

自慢
シリーズ

私は55歳ころグラスリッチェンに巡り会いました。グラスリッチェ
ンはヨーロッパから広まったガラス工芸のことで、
ダイヤモンド粉末の付いた針で様々なデザインをグ
ラスなどに手彫りします。ガラスに傷をつけた跡が
白くなるので、墨絵とは逆の陰影が出ます。最近は
アクリルアートも指導してもらっています。
現在は、繊細で大胆なアートの世界に魅了されて

います。作品の一つ一つに愛着が沸き、も
のづくりの楽しさを実感しています。看護
を掘り下げることも大切ですが、ちょっと
一息ブレイクでガラスをゴリゴリ彫ってい
ます。頭も手先も使うので認知症予防に最
適です。
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支部のリレートーク
永尾病院の現状況についてお知らせします。
美馬・三好支部幹事長

郡

たか子

新型コロナウイルス感染発生により、世界中が緊急事態になっています。当院は感染症受け入れ
病院ではないですが、コロナの影響により患者さんの薬の処方日数を増やし受診回数を軽減したり
発熱のある患者さんに対しては電話での受付けにて車で待機をお願いしています。マスクや消毒液
については備蓄がありますが、これからの事を考慮し少しずつ補充をしている状況です。こんな時
期だからこそ職員一人一人が自覚と責任を持って行動する事が大切であると思います。院内では、
手洗いやアルコール消毒の徹底と 3 密にならないように注意しています。入院患者様の家族の面会
に対してはマスク着用し検温・手洗い・アルコール消毒を徹底してもらい 1 回 /W、15分程度とし、
県外からの面会は中止とし面会の限定をさせていただいております。
そんな状況の中で、当院の理学療法士スタッフが、受付に“疫病退散にご利益があるという”ア
マビエという妖怪人形を作って飾っています。外来患者さんに「この人形何？」とよく尋ねられる
ので、
「人々が病に立ち向かい勇気づけあうための象徴だって。」と説明しています。また、興味の
ある方にはアマビエのマスコット人形を差し上げています。
一日も早くコロナが終息し以前のような生活が送れることを願っています。皆さん、健康に注意
し、栄養と休息をとって頑張りましょう。
最前線で働いている医療従事者の方々には心より感謝いたします。

1

【シリーズ 私の自慢】
への投稿をお待ちしております。

徳島県看護連盟は年間 2 回連盟だよりを発行しております。その中で、会員の皆様から私の自慢
シリーズを掲載させていただいております。マイペットやマイホビー、最近始めたこと等、何でも
OK です。写真と共に400字程度の説明を入れてお送りください。
送り先は、
〒770-0801

徳島市上助任町三本松 375-5

青藍コーポ 301 号

メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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徳島県看護連盟だより

看護連盟からのお知らせ

60

2020年度連盟会員募集中

th

看護連盟は、現場の課題解決のためにあなたの声を政策の場に届けています。
今回の COVID-19 対策や豪雨災害対策など現場の声を届けて、危険手当や慰労金の
獲得等につながっています。あなたの声を届けることで、現場が変わります。

ANNIVERSARY

創立60周年記念特別号
第31号 令和2年8月20日

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
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㈱

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）

ぜひ
ご入会ください！

特別会員・・・正会員の経歴を有し、現在は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

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
№

今回は、徳島県看護連盟創立60周年にあた
り特別号として掲載しました。ご協力いただい

7

阿波の土柱

た皆様にお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症への対応が長期
化するなか、医療従事者の皆様に心より敬意
を表し感謝申し上げます。
会員の皆様、今後とも連盟活動にご支援・ご
協力をよろしくお願いします。
（広報担当:祖父江・吉岡・藤本・中山・中浦）

ちょこっとクイズの答えは
「みょうがの花」だよ！

悠久の時の流れが生み出した「阿波の土柱」は、アメリカロッキー山脈、イタリア南ティロル地方と合
わせ、世界三大土柱と呼ばれる奇観で国の天然記念物です。
北の阿讃山脈より流れ出た土砂が吉野川の川底に堆積してできた土地が、地震活動により隆起、風雨の
侵蝕によって直立した砂礫層が土の柱となっていくつも並び、土壁がカーテンのひだのように連なって見
える様は、雄大な自然の芸術です。遊歩道から展望台へと、四季折々の何気ない草木に目をやり、野鳥の
さえずりを聞きながら、上から下からと様々な角度から違った景色が眺められます。

目
「物忘れがひどくなる」というのは迷信。夏に
ぴったりの大人の味の薬味だよ。刻んでそうめ
んや冷ややっこの上にのせたり、そのままで甘
酢漬けにしてもおいしいよ。
（ｂｙ小島）
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