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岐阜県看護連盟

会長　山口 絢子

坂本 幸子 森前 光子

　平成23年度岐阜県看護連盟通常総会も無事終了致しました。会員の皆様には、平素より
連盟活動にご支援・ご協力をいただきありがとうございます。
　本年3月11日、東日本大震災の発生により多くの尊い命が失われました。亡くなられた
方々のご冥福をお祈りすると共に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
　又、この震災に対し皆様から義援金等のご協力をいただきありがとうございました。復
興まで時間がかかると思われます。これからも少しづつでも支援ができるように看護力の
結集に努力したいと願っております。その節には、ご協力程お願い申し上げます。
　さて、本年は県看護連盟にとりまして、創立50周年記念の年でございます。無事に今日
を迎えることができましたのは、先輩の方々のご活躍のおかげと、会員の皆様のご協力の
賜と心より感謝申し上げます。
　又、もう1件、県看護連盟事務所の移転でございます。これは、耐震調査の結果で実施と
なったわけです。最初は思ってもみない移転事業で重責を受け止め一抹の不安がありまし
たが、多くの人々の温かいご協力により、7月末に無事完了し新事務所に入居することが
できました。ありがとうございました。
　平成23年は、何かにつけ節目の年であります。気持ちを引き締めて、看護職能団体のた
めに、手堅く着実に活動していく所存でございます。重点活動として「組織強化」に努めて
まいりますので、引き続きご支援・ご協力の程お願い申し上げます。

岐阜県看護連盟「れんめい岐阜17号」によせて
　福島原発の事故を受けて、7月1日から本格的な節電の夏が始まりました。大口需要者の
節電義務付けだけでなく、一般家庭でも節電努力が求められています。しかし連日30℃を
ゆうに超す暑さ、熱中症対策のためにも行き過ぎた節電は止めましょう。
　日本看護協会総会で新会長に選任された坂本すが会長は、就任早々連盟との協力関係の
重要性を述べられるなど、協会・連盟関係は新しい時代に入りました。
　東日本大震災から早くも4ヶ月を過ぎたというのに被災地の課題はまだ山積。こんな中
で引退を表明したはずの菅総理の進退をめぐって国会がごたついているのは何とも困っ
たものです。遠からず総理の交代劇やその後の与野党の関係回復の姿が見られるのではな
いかと思われますが、看護連盟としてはそうした政治情勢の変化に目を配りつつ、超高齢
社会に貢献できる看護政策実現のために、国政の場へ看護の代表を送るという活動を引き
続き進めなければなりません。そのために今年は更なる支部組織の強化を連盟の重点目標
にかかげております。岐阜県におかれましても山口会長のリーダーシップの下、会員の皆
様の一層のご活躍をお願い申し上げます。

幹事として就任しました。岐阜県看護連盟活動を
とおして、現場の声を国会議員に届けることで働
きやすい環境や、職場づくりを目指して努力して
まいりますので、ご協力をお願い致します。

日本看護連盟

会長　清水嘉与子

私たちが就任しました
宜しくお願い致します。

岐阜県看護連盟会長あいさつ

日本看護連盟会長あいさつ
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参議院議員

髙階恵美子先生

衆議院議員

あべ俊子先生

　こんにちは、たかがい恵美子です。
　各地から豊穣の話題が届けられる季節となりました。東日本大震災の発生した3.11は
まだ寒さの凍みる頃でしたが、あれから早や6ヶ月が過ぎました。長く続く国難の時に、根
気強く第一線に立って国民の命を支えてくださる皆様に、改めて感謝を申し上げます。
　この間、私は新たに自民党災害対策本部事務局の医療支援班長として、医薬品・医用材
料の調達や職員派遣などの直接支援、そして被災者の生活再建に不可欠な制度・財政面で
の公的枠組みづくりに携わらせていただいております。また参議院では予算委員会、東日
本大震災復興特別委員会、厚生労働委員会、行政監視委員会などで質疑の機会をいただき
ました。
　看護職のプロ目線で幅広くそして厳しく現状の課題を指摘し、提言した政策は必ず実現
されるようにと、常に前向きな姿勢で審議に臨んでおります。
　こうした議員活動の原動力は、故郷を愛し尊い命を守りぬこうと努力する仲間たちの情
熱です。苦境に直面している時だからこそ、ともに生きる私たち一人ひとりが知恵を出し
次の時代を切り拓いていかなければならないのだと強く思うのです。
　活動する看護職の一人として、これからもみなさまとともに、真摯な取り組みを続けて
参る所存でおりますので、引き続き、よろしくご指導くださいますようお願いいたします。

　東日本大震災で被災された皆様、犠牲になられた皆様に、心からのお見舞いとお悔やみ
を申し上げます。まだまだ厳しい生活を余儀なくされている方が大勢いらっしゃいます。
一日も早く安定した暮らしを安心して送っていただけるよう、国会では与野党間の協力と
ともにあらゆる力を集結し、震災対策関連の法案の成立を進めております。この連盟だよ
りが皆様のお手元に届く頃には、復興へ向けての具体的な施策が着実に進められているこ
とを心から願うばかりです。
　今回の震災では、想定外の未曾有の被害に行政が混乱する中、全国の看護職から寄せら
れた被災地域の詳細な情報がどれほど大きな力になったか計り知れません。また、全国の
看護連盟の皆様が義援金はもとより、被災県への支援を手分けして、多くの心温まる必要
物資やメッセージを被災地へ寄せて下さっていることにも心から感謝いたしております。
　いつも献身的で努力を惜しまない看護職の皆さんにこそ日本が元気になる鍵がある！
と私は大いに期待しております。
　がんばろう日本、必ず復興します！

岐阜県看護連盟
創立50周年表彰を祝う
下記の6名の方が表彰されました（敬称略）
熊崎 多冨美 稲川 篤子
小林 惠美子 山本 時枝
石山 光枝 吉田 妙子
皆様、おめでとうございます。

国会議員だより
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平成23年7月16日（土） 会場ホテルグランヴェールカルチャーホール

平成23年度岐阜県看護連盟活動計画

重点目標　組織活動を充実させる

重点活動 1.徹底した会員確保対策に努め、組織の強化を図る。
  2.「現場の声」を基本に看護政策の実現を促進する。

なお、詳細は平成23年度通常総会資料を参照

　岐阜県看護連盟通常総会終了後、特別講演として漫画家こしのりょう先生をお招きして講演会を開催しました。
先生はアンフィニのなかのHANA♪うたで連載中です。
私達看護職の活動を漫画を通していかに表現していくかということで看護師の奥様との連繋が印象的でした。

特 講別 演

　平成23年6月24日　東京において日本看護連盟通常総会が開催された。
総会には代議員・一般会員・役員1,580名が参加された。
　まず、東日本大震災の被害にあわれた方々に黙祷をささげたあと、総会が始まった。清水会長の挨拶では、国会に代表を送り続
けることの重要さが話された。来賓の日本看護協会阪本新会長の挨拶では、「目指すものを実現させるために、制度の開発が不可
欠である、看護はひとつである。連盟と協会は手を携えていかなければならない」と熱く語られ会場は割れんばかりの拍手と興
奮に包まれた。その後議事に入り審議事項は、活動計画・特別会員新設等に関する規約改正を中心に行われた。どの議案も丁寧に
審議され、全て満場一致で承認された。
　また、2年後に行われる参議院選挙は、連盟と協会が話し合い、候補者を立てるというが今後の大きな課題になる。看護職が一
丸となり看護職の代表を政界に送れるように活動を強化することで、看護職の力を一つにしていかなければならないと強く感じ
た総会であった。

多治見支部　勝川ゆかり

日本看護連盟通常総会報告

岐阜県看護連盟通常総会報告
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9月15日現在　

 平成23年6月18日（土）
 テーマ／「より良い看護に必要な接遇マナー」
 場　所／ホテルグランヴェール岐山
 講　師／明石伸子先生
 内　容／看護師に必要な社会人意識として、仕事では「専門性」を身につけ「人間性」を
 　　　　高めることが大切です。又、第一印象は重要で、出会いの瞬間で信頼度が決まる。
 　　　　印象の決め手は見た目が大切である。

 平成23年7月25日（月）26日（火）
 場　所／岐阜県看護連盟事務所
 ねらい／第23回参議院選挙にむけて、各県“支部”ごとの獲得目標数および
 　　　　戦略の確定をめざすこと。
 内　容／後述　P6ー

 平成23年8月6日（土）
 テーマ／「ベッドサイドから政治を変える」〜現場の看護問題を反映するには〜
 場　所／ホテルグランヴェール岐山
 講　師／竹澤良子先生
 内　容／現場の声こそが社会を動かし、制度を変えられる、看護を発展させ国民の生命と
 　　　　健康を守るため、社会にむけ、政治家にむけ発信し議員を動かしていかなければ
 　　　　ならない。

 平成23年9月9日（金）
 場　所／ホテルグランヴェール岐山
 ねらい／支部長としての心構え等

 平成23年10月13日（木）
 ねらい／国会議事堂の見学と看護職代表議員の活動状況を見聞し、
 　　　　「政治と看護」の関わりについて学ぶ
 参加人数／40名（支部施設指定）

 平成23年11月26日（土）
 場　所／ホテルグランヴェール岐山
 講　師／石田昌宏先生

 平成24年3月10日（土）
 場　所／ホテルグランヴェール岐山

平成23年度・岐阜県看護連盟研修は上記の通りですが、次年度に向けて研修企画を希望される内容がありました
ら本県連盟事務所まで連絡下さいますようお願いします。

国会見学研修会

年度内研修

看護教育者セミナー
 看護管理者

青年部研修会

新人研修会

終了研修

支部別研修会

全体研修会

新人支部長研修会

※次年度に向けて

次年度希望

平成23年度　研修計画
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看護連盟の活動は熱伝導石田幹事長の資料に基づき指導を受けた。

調査目的 第22回参議院選挙で皆様のご支援により髙階恵美子さんが当選しました。
 そこで次回の参議院選挙でさらなる躍進をめざし選挙に対する意識や要望等を調査する。
調査対象 県内看護職（会員・非会員）・髙階恵美子さんの支援者・介護職等
調査期間 平成23年3月依頼・平成23年5月回収
調査方法 アンケートによる調査
調査結果 依頼数5,839枚　回収4,924枚　回収率84.3％
結　　果
 

考　　察 ●アンケートには多くの意見が寄せられた。
 ●各支部の実態がわかり活動の参考になった。又その後行われた支部別会議のなかで各支部での活動の指標になり、
 　今後の連盟活動の目標になった。
 　まず選挙に行くこと。なお、忘れた、知らなかった、興味がない方に対してアプローチが大切で
 　仕事･私用・多忙の方達には期日前投票の利用をアピールすることが大切だと感じた。
 ●年代別には20才30才代で選挙に行かない人が多かったので今後の青年部等の活動に期待し、
 　支援を行っていくことの大切さを痛感した。（なお、アンケート内容、結果は岐阜県看護連盟にあります。）

連盟活動は、人に行動変容を起こさせる活動
　　政治に関心がない人に、政治に関心をもってもらう
　　選挙に関心がない人に、投票に行ってもらう
　　候補者を知らない人に知ってもらう…
　　自分の考えをしっかりもち、
　　熱意をもって伝えること

◆信頼　しっかりした看護を実践している
◆情熱　看護に対する強い想いをもっている
◆共感　仲間と想いを分かち合う
◆驚き　ちょっとしたサプライズ

平成23年7月25日（月）　26（火）　場所／岐阜県看護連盟事務所　指導／日本看護連盟幹事長　石田昌宏

会議のねらい（目的） 第23回参議院選挙に向けて、各県支部ごとの票獲得目標数および票獲得戦略の確定をめざす。
方　　　　 　　法 各支部の現状と問題点を報告した後、指導者より各支部の実状に応じたアドバイスを得た。
 岐阜県の絶対獲得数は5,000票である。

総　括 連盟活動は政治に関心をもち、候補者を知ってもらい、投票に行くという行動変容を起こさせることが大切である。

第23回参議院議員選挙で私達看護職の代表を政界に送りましょう!!

 リーダーの熱意・行動が結果を定める！

家族や知人、地域の人たち

会員

病棟連絡員

支部役員・施設連絡員

県役員

自分の熱さ以上に人には伝わりにくい

自分の考えをしっかりもち、
熱意をもって伝える。

熱意を伝える
キーワード

平成23年度都道府県・支部別会議報告

第22回参議院選挙に関するアンケート結果
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新支部長

　昨年度までと同様に、
支部の団結力の強化のた
めに、熱伝導原理をリー
ダー層に伝え、会員の増
員と連盟会員の意識を高
め た い と 考 え て お り ま
す。一人ひとりの力は小
さくても、団結し行動に
移すことで私たちの夢は
叶えられます。役員一同
頑張りますので、会員の
皆様の御指導と御鞭撻を
宜しくお願いいたします。

　看護連盟の活動をするように
なってから看護職が生き生きと
仕事をする為には、政治の場に私
たちの意見を反映させることが、
非常に重要であることを実感す
るようになりました。
　一人でも多くの看護職が看護
の仕事に楽しさと、やりがいを感
じながら私達の望む看護の実践
ができ、そして笑顔で長い期間働
き続けることができるよう、微力
ながら頑張りたいと思います。
　看護職が抱える問題の中には、
政治的手段によってしか解決で
きない問題が多くあります。その
ためには看護職の代表を国政に
送り看護協会と力を合わせ目指
す政策や意見を反映できるよう
な活動を推進したいと思います。

　第6支部は、和光会の法
人グループの施設で成立
しています。法人内には
40余の事業所があり、病
院・老人保護施設・診療所・
訪問看護ステーションに
おいて多数の看護職者が
働いています。第6支部の
活動は、看護連盟の使命を
各職員に周知するととも
に組織強化に繋がるよう
な活動ができればと思っ
ています。どうぞ多くの皆
様のご支援を頂きたくよ
ろしくお願いいたします。

　郡上支部は会員数約80名
の支部ですが、郡上市内の
医療機関（7施設）の看護師
長会や看護協会研修会の場
で連盟活動のアピールをし
ています。
　「ベッドサイドから政治を
変える」私たちナースの声を
直接とどけるためには、会員
一人ひとりの力が必要であ
り、それが大きな組織活動に
繋がることを意識浸透でき
るように働きかけていきた
いと思います。
　皆様のご支援・ご協力を
よろしくお願い致します。

　職員のほとんどが看護
連盟に入会しており、連盟
について関心を持っても
らうために、活動をしてい
きたいと考えています。各
施設の連絡委員で連盟の
活動内容紹介を作成し、基
礎研修を部署ごとに行っ
たり、連盟のホームページ
の紹介を行ったりしてい
く予定です。
　初めての任務で、充分な
活動はできないかもしれ
ませんが、皆さんに協力し
てもらいながら頑張って
いきます。

　看護連盟のスローガン
である「ベッドサイドから
政治を変える」という趣旨
を理解し、連盟活動を組
織的に実践する必要があ
ります。そのためには、西
濃地域の連盟会員を増や
す事と看護師が政治に関
心が持てるよう皆様のご
協力とご支援を得て支部
活動を充実していきたい
と考えています。
　宜 し く お 願 い い た し
ます。

　昨年の選挙でたかがい恵
美子さんを国会に送る事が
でき、明るい兆しを感じ、そ
の力を継続させていく必要
性を感じています。そのた
めには、支部を強化する事
が重要課題です。施設連絡
員・ポリナビの人たちと連
携し、施設内の看護職だけ
でなく医療従事者に地道に
支部活動をピーアールし、
理解を求め次期選挙の得票
数につなげたいと考えてお
ります。微力ではあります
が精一杯頑張りますので、
会員の皆様のご理解とご協
力をお願い致します。

　看護連盟会員としての役
割の重さを改めて感じてお
ります。岐阜第1支部は、会
員数が少なく、連盟会員の
拡大がスムーズに行えて
いないのが現状です。その
ため看護連盟の役割や活動
内容をさらにアピールし、
少しでも会員の増加ができ
ればと考えています。看護
専門職業人として労働環境
の改善や「政治の力」につい
て、語りあえる仲間作りを
めざし、取り組んでいきた
いと思います。皆様のご支
援、ご協力をよろしくお願
いいたします。

※青年部の前期活動は平成23年8月10日付「ポリナビ青年部通信」紙にて報告送信しました。
※岐阜県看護連盟ホームページに青年部活動を開設しました。

伊佐治　哲也 木沢記念病院
横幕　　　泉 東海中央病院
多賀　裕佳子 岐北厚生病院
森下　　真哉 高山赤十字病院
堀込　佳代子 久美愛厚生病院
小倉　　幸雄 揖斐厚生病院
坂口　　友和 松波総合病院
田部　　みほ 西美濃厚生病院
吉村　　卓真 県立下呂温泉病院
加藤　　　学 〃

西田　　栄子 岐阜第1支部
熊田　ますみ 岐阜第4支部
中村　　規子 岐阜第6支部
篠田　　利子 伊奈波支部
尾崎　みどり 大垣支部
森藤　　房枝 郡上支部
西村　冨美子 飛騨支部
小林　　英子 下呂支部

新幹事長 青年部部員

岐阜第1支部
吉田 典子

伊奈波支部
山口 純子

羽島支部
山田 敬子

飛騨支部
平畑 和子

大垣支部
佐藤 玲子

岐阜第4支部
山内 久美子

岐阜第6支部
鷲見 花子

郡上支部
片桐 ふみ子

平成23年度新支部長・新幹事長・青年部委員紹介（敬称略）
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明日の笑顔は良い眠りから
 心やすらぐガーデンスリーピング   

カルディアには「上質羽毛」「最先端素材」「日本製」など、

良質な睡眠を誘うレシピ －秘訣－ がたくさん詰まっています。

贅沢なリラックスタイムをお過ごしください。

岐阜営業所　   0120-142525

   www.toyoumo.co.jp

あなたの入会が
あなたの問題を解決します。

http://www.gkr.jp

研修会

行事日程

組織図

入会のご案内

研修会などの情報がすぐわかります！
よろこび、充実。皆様とともに・・・

お問い合わせは、岐阜県看護連盟事務所まで

ア
ク
セ
ス

　
し
て
み
て
ね
！等々、情報満載！

年　会　費
正 会 員・特 別 会 員
日本看護連盟会費
岐阜県看護連盟会費

賛 助 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円

計 7,500円

ベッドサイドの

問題を国政へ

ひまわりノート1冊100円

平成23年3月11日、東日本大震災の発生により多くの尊い命が失われました。亡くなられた方々
のご冥福をお祈りすると共に被災された方々にお見舞い申し上げます。岐阜県看護連盟は大震災
直後会員より義援金・物資の提供を行ってきましたが復興には時間がかかる状況です。そこでこ
の度NPO法人ひまわりノートとコラボし、義援金付A6ノートを制作し1冊100円で会員・一般人に
購入していただき、その一部を「あしなが育英会」を通して被災した子供たちへの教育支援に致し
ます。皆様のご支援・ご協力をお願い致します。� 広報委員／櫻井育子、山田信子

編集後記

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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