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看 護 連 盟 会長 就任にあたり
福井県看護連盟会長

加藤 澄子

酷暑も過ぎ、ようやく凌ぎやすい季節となりました。
この度、佐藤美代子前会長の後任として、連盟会長をお引受けすることになりました。未熟者でございますが、
よろしくお願い申し上げます。
さて先般の第２２回参議院議員選挙では、予想をはるかに超える好成績で、高階恵美子氏を議員として送
り出すことができました。まことにご同慶の至りでございます。これも前会長をはじめ、会員皆様の並々なら
ぬお力添えによって実を結んだものと推察いたします。
ところで私事で恐縮ですが、私は最初の職場を定年退職し、続いて看護協会々長職を６年間、両方あわ
せ４４年になりますが、やっとこれらの仕事から解放され、一主婦としての日々を過ごしておりましたところ、
この度看護連盟からのお話をいただきました。会長職をお引き受けするかどうか、かなりの時間がかかりまし
たが、長年お世話になった看護界に私なりに貢献できるのではないかとも思い、お引き受けすることにいた
した次第です。全く畑違いの世界であり、私にその役目が務まるのかどうかも未知数ではありますが、先日、
日本看護連盟主催の新任会長研修に参加させていただいたところ、その任務も私なりに理解することがで
き今後の目標を定めることも出来ました。これからは皆様に助けられながら努めて参りたいと思っております。
参議院議員選挙の快挙で興奮冷めやらぬ中ではございますが、立ち止まっていることは許されません。次
の選挙に向けての出発の時でもあります。３年後に再び看護界からの候補者を議員として私たち会員の手で
送り出すことが出来ますよう、皆様のご支援をお願い申し上げご挨拶といたします。

〝れんめい福井 第 27 号〟に寄せて
に寄せて
日本看護連盟会長

清水 嘉与子

福井県看護連盟の皆様、暑い夏の参議院選挙で見事上位当選、ありがとうございました。
２１万４４３票という票数は、日本看護連盟にとっ
票という票数は、日本看護連盟にとって比例代表選挙が非拘束制になって以来の高得票
で、連盟会員数を超えるものとなりました。
１年前に看護連盟会長をお引き受けしたときには自民党から代表を出すことに誰も疑いも持っていな
かったのに、突然の政権交代。厳しいけれども何としても看護の代表を国会に送り続けなければならな
いという日本看護連盟の決断に対して、熱い思いを共有した全国の会員の皆さんが一致団結して頑張っ
てくださったことが好成績に繋がりました。
髙階恵美子参議院議員は、いただいた１票１票の重みを噛み締めて、阿部俊子衆議院議員と協力して、
国民みんなが安心して暮らせる、ゆるぎない社会保障政策づくりに辣腕を振るってくれることと信じてお
ります。引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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任 期 を 終 えて
福井県看護連盟 前会長

佐藤 美代子

会員の皆様にはご健勝のことと、お慶び申し上げます。平成２２年７月をもって３年３期９年間の任期を終え会
長を退任致しました。在任中は会員の皆様方のご協力ご指導ご支援を頂き心より厚く御礼申し上げます。
第２２回参議院選挙では、たかがい恵美子先生が見事第４位（約２１万票）で当選され喜びに耐えません。会員・
役員・ＯＢ会の皆様方のご支援を賜り心より御礼申し上げます。
看護連盟は必要とする看護政策実現のために、国民の健康・安心・医療の安全を守る大きな役割を担う看護
職団体であります。政治政策が変わる中、福井県に於いてはＯＢ会・青年部を立ち上げることで特に若い方に政
治に関心を持っていただき、活動に繋げる実践をしてきました。
私は第１９回清水嘉与子先生（非拘束名簿式から候補者名に変更）、第２０回南野知恵子先生、第２１回松原
まなみ氏、第２２回たかがい恵美子先生の選挙対策に関わってきました。特に福井県としては票が伸びず問題点
が残されました。まず候補者名を書かない人が全国区で約４４００万人、当県で約２９万人でありました。県看護
連盟においてはチラシ・ポスター・ハガキ書き・推薦状・電話・後援会名簿・動員等を行い、今回は特に企業・
団体の推薦状やご支援をいただき活動してきました。終わってみれば、福井県の政情としては他党の政策に目をつ
けて浸透したため、地域によっては明らかに激化の状況となり、大変苦戦を強いられました。一生懸命活動した
にもかかわらず、会員数に満たすことが出来なかったことは返す返す残念でなりません。
今後の問題になるであろう看護協会と看護連盟の関係、そして不安定な情勢への対応。会員一人ひとりが政治
を理解し関心度を高め組織の強化が必要と思われます。
最後に先輩の方々のご苦労と努力をいただき、平成２２年４月に５０周年記念誌を発刊することができました。
携わっていただいた皆様方に心から感謝の意を表します。
長い間、ありがとうございました。

あいさつ
福井県看護協会会長

石丸 美千代

今年の夏は「暑いですね 」のあいさつから始まる猛暑でした。その暑い夏を乗り切れたのも、会員
のみなさま方のおかげで、看護連盟便りの投稿を機会に御礼と感謝の気持ちをお伝えいたします。
今もそして以前も私達看護職能団体は「人々の人間としての尊厳を維持し、健康で幸福でありたいとい
う普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献してきました」そして益々その期待は大きくなっ
ている現状です。期待されている分、課題も多く、自信喪失になる時もありますね。
そんな時、大切なのは、自分を信じプラス思考で進む、一生懸命に。具体的にどうするか、その一手
段として、以下の方法がある事を講演会で聞き感動しましたので、是非皆様にご紹介したいと思います。
「人と接する時、怒らない事」「人に見返りを期待しない事」「幸せになりたい時は親孝行をする事」
この 3 つの事を心がけてやってみると、良い「つき」が増えてくるそうです。現場も立場も違う皆様ですが、
先ずは実践してみる事が大事です。ここに日ごろの感謝の気持ち「有り難うございます」をお伝えし、
あいさつと、させていただきます。
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勝 利 の 喜 びと 感 謝

前参議院議員

南野 知惠子

「れんめい福井」ご愛読の皆様、この猛暑をいかがお過ごしですか、今年の夏の陣、第２
２回参議院議員選挙での、皆様方の結束は、固く、看護は一つの思いで、共に「たかがい」
の勝利をめざす情熱は、猛暑を越えて燃えていました。自民党で４位、今迄にない成績でヤッ
タネ !! と喜びを味わう事ができました。皆様方のぶれなかった事も含め、努力の結果かと思
います。
山崎正昭先生のご当選おめでとうございます。有難うございました。「たかがい恵美子参議
院議員の誕生」で、看護の議席を守る事ができました。更に、連盟史始まって初の新・旧
議員でのバトンタッチができました。（私が２５日迄の任期でしたので）野党であっても、国
民の為の諸政策を考え、立法し、行動する事は、議員としての活動であり、
「たかがい参議院」
のめざす社会保障であっても、看護の諸課題であっても国民の健康な暮らしにつながる政策
なのです。リプロダクティブ・ヘルスの問題も児童虐待等の問題も、国内・
外の課題でもあります。たかがい議員の仕事の虫が、大いに活動される
事と信じます。国際活動や、DV の課題、性同一性障害の課題と取り組
んでみました。もし、自分の選挙の票を考えるのであれば程々にしようと
考える人も多いでしょうが、看護職、助産師の立場に立脚すれば、等閑
視できない課題であったので、立法の努力を重ねてきた３期１８年でした。
「強め合おう愛の絆、支え合おう健康なくらし」をモットーとしてきました
ので、私の気持ちが応援の時に言葉になったものと思います。
皆様方に多くのご支援・ご指導いただき多くの活動・立法に結びつけ
る事が出来た事など、感謝の気持ちでいっぱいです。連盟の益々のご発
展を祈念いたしております。ありがとうございました。
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勝利の

参議院議員

髙階 恵美子

福井県看護連盟会員の皆様、こんにちは。第２２回参議院議員選挙では、
上位当選という大切な宝物をいただき、初当選を果たすことができました。
この二年間、看護の代表を参議院から無くすことはできないという皆様の熱
い思いに支えられ、また、温かな励ましをいただき、常に前へ前へと進むこ
とができました。これも、共に活動を日々積み重ねてくださった会員皆様の
おかげでございます。この場をお借りして心より感謝申し上げます。
７月３０日には、第１７５回国会（臨時会）が召集となり、参議院議員と
して初登院。当該国会では、「厚生労働委員会」と「沖縄及び北方問題に
関する特別委員会」に所属し、日々勉強をさせていただきました。
参議院議員は、それぞれ専門的な見地に立ち、しっ
かりと地に足をつけて政策提言するのが役割です。

バトンタッチ

これからは、つぎはぎではなく２０年後の社会環境
に対応できる社会保障制度を構築していかなければ
なりません。
引続き「やりがい、いきがい。」をキャッチフレー
ズに、日々現場の声を大切に、看護に関する諸課題
をはじめ、社会の生きる力を創りだす仕事に全力で取
り組んでまいります。今後とも、ご支援、ご指導を
よろしくお願いいたします。
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日本 看 護 連 盟 通常 総 会

開 催日 ／ 平成２２年５月２８日
場 所 ／ ザ・プリンス パークタワー東京
総出席者 ／ １７７９名

今回の総会のテーマは、７月１１日に行われる参議院議員選挙成功に向け会員がどのように参加しどのように活動し
ていくかを決める総会である。私は、昨年の連盟総会で会長職の拝命を受け、最初に取り組んだ衆議院議員選挙で、
あべ俊子さんを当選させることができた。しかし、政権交代があり自民党は与党から野党になった。参議院選挙では、
私たちはぶれることなくたかがいさんを候補者として決め、自民党から公認を受けた。ところがその後、看護協会理事
会で野党から候補を出すことに異議を申し立て支持しない方針を打ち出した。これは、看護協会として与党の政権運
営に配慮したものと思われる。残念なことではあるが、ひるむことなく看護連盟として、たかがいさんを当選できるよ
う支持を固めていく。看護連盟は、創立以降看護の代表を国政に送り続け成果をあげてきた。看護問題対策議員連
盟を発足し看護の問題を議論し法律を変えていくこと
ができた。これからの超高齢化社会の中で看護師の貢
献できる分野が多い。今回で、南野知恵子先生が引
退されるため、参議院議員に看護の代表を送り続けら

名誉会員に
推挙承認されました

れるよう、たかがいさんを支持する決断は正しかったと
奥田 規子

思う。７月の参議院選挙の成功に向け頑張りましょう。

福井県 看護 連 盟通常総会

開 催日 ／ 平成２２年６月１１日
場 所 ／ 福井商工会議所 コンベンションホール
総出席者 ／ ３４９名

第１号議案平成２２年度スロー
ガン（同日本看護連盟）から第
６号議案まで承認された。特に
総会前に「たかがい恵美子未来
を創る会」ジャンプ研 修会が開
かれたこともあり参議院選挙に
向け一致団結した。また平成２
２年度の会員数が目標である４２
５０名を上回る４２７４名の入会
が報告された。
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ステップ・ジャンプ 研 修
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「ポリナビワークショップ iｎ福井」を開催して
福井県看護連盟青年部

前川 哲弥

福井県看護連盟では、平成２１年度半ばに青年部が結成されました。青年部は看護界の未来のために若手会員が政治に
関心を持ってもらい、看護連盟の活動を支えることを目的としています。昨年、青年部の役員２名が日本看護連盟主催のポ
リナビワークショップに参加しました。〜ポリナビ〜とは、「Politic Navigators' Network」の略で、若手の看護職が医療
政策や政治に興味を持つことで、看護職の政策過程への参加の活性化と、将来を担える人材の育成を図り、よりよい医療
の実現を目指すことを目的としています。この活動は今年度より各県で活発化し、ポリナビワークショップが全国で開催さ
れるようになりました。福井県でも他の県に遅れをとらないようにと４月２４日に「ポリナビワークショップ iｎ福井」を開催
することになり、企画・運営を青年部が行いました。
今回の研修の講師は日本看護連盟幹事の中友美氏と窪田和巳氏にお願いました。会場には、県内の若手会員が約９０
名集まり、佐藤会長の挨拶のあと、中幹事の「看護職が元気で働き続けられるために」と窪田幹事の「私が連盟の重要
性に気づいた理由」をテーマに講演を行っていただきました。
中幹事は、クイズを交えたユニークな講演で参加者し
た若手看護師を魅了しました。最近話題になっている
ニュースや保助看法の業務規定から読み解いた看護職
と事務職との給与の格差や社会的身分の問題などを話
されました。さらに教育や現場に影響を及ぼす法令や政
策を理解し、問題を政策に反映さえていくことの大切さ
を改めて理解できました。
また、窪田幹事の講演では、人員配置や労働環境な
ど現場で問題になっている原因は制度に問題があるこ
と、そして改善するには制度を変えていくことが必要で
あるということなど、過去の看護職の過酷な勤務状況
や給与の改善が国政に看護の代表を送ったことの成果
であるということを話され、福井県の若手会員たちに伝
わることができたと思います。今後は看護政策や医療
政策に関する研修を取り入れ、看護政策への関心とポ
リティカルセンスを高められるよう各支部と連携していき
たいと思います。

青年部研修会〝もんじゅ見学〟に参加して
福井県看護連盟青年部

中川 慎吾

６月２５日に福井県看護連盟の青年部研修会が行われ、敦賀市の高速増殖炉もんじゅの見学会に参加し
ました。今回の研修には、県内の若手会員を中心に８４名の参加者がありました。もんじゅの施設を見学し、
説明を聞くことで、福井の電力だけではなく関西地区の電力の供給を担っていることも知りました。また、
限りある資源を有効に使うために原子力のリサイクルが有効なこと、また原発では事故の危険もあるため、
安全に対する措置も徹底していることがわかりました。
今回は参議院選挙の公示後ということもあり、
「もんじゅ」に向かうバスの中では、看護政策や政治活動・
選挙運動について、クイズ形式でのレクチャーや候
補者の DVD 鑑賞などを行いました。自分を含め、若
手会員の政治に対する意識の低さ、知識の無さを痛
感しました。看護職の代表として国政で活動されて
いる方がいることで看護政策が実現し、さまざまな
成果があったことが理解できました。今後もこのよ
うな若手会員を中心とした研修を企画し、政治や看
護政策に関心が持てるような働きかけを行っていき
たいと思います。参加していただいた会員の皆様に
は感謝申し上げます。
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福井県看護連盟５０周年誌発行
創立５０周年記念誌
表紙

記念誌発刊にあたって
編集委員長

奥田 規子

平成２１年度の福井県看護連盟
総会において、連盟設立５０周年
記念誌を発刊することが決定しま
した。８名の編集委員により作業
に入り、多くの方々から貴重な資
料の提供と皆様のご協力によって、
平成２２年度４月発刊致しました。
記念誌を紐解いてみますと、先
輩達がこれまで築いてこられた足
跡が偲ばれます。この記念誌がこ
れからの若い人達に看護連盟活動
を理 解していただく資 料となり、
看護連盟の発展に寄与できれば幸
甚です。

目次

福井県看護連盟会員数

平成２２年 支部別会員数
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福 井 第１支 部

福井第１支部長

源甲斐

幹江

徐々に 根 付いてきたミニ 研 修 会
は、昨年度計４１回行われ４８５名
の参加がありました。
今年度は参議院議員選挙があり、
私達看護師の代表を政界に送ること
ができたのも、その成 果 の賜 物で
あったと思われます。これからもミ
ニ研修会で会員一人ひとりに連盟の
役割だけでなく、国政の場に看護師
代表をお送り出すことの大切さを伝
え、３年後に繋げていきたいと思っ
ております。

福 井 第２ 支 部

福井第２支部長

岡谷

福井第３支部長

早田

奥越支部

閑子

今年７月の選挙では、たかがい恵
美子氏を国政に送り出すことが出来、
感慨無量な面持ちです。看護職の代
表として、これからのご活躍をお祈り
しています。
福井第２支部は、会員数１４００
余名で１０支部ある内一番の大所帯
です。
一人の会員では解決できない現場
の声を、各施設と連携をとりながら
大きな声として国政に届けるために、
何をするべきかを考えながら頑張りた
いと思います。

福 井 第 ３支 部

支 部

鯖江支部

幸江

この度、第３支部長の任を受けさ
せて頂き、一会員で活動していた時
とは考えられない重責に、身の引き
締まる思いです。支部長としての活
動は、今、始まったばかりですが、
支部会長の皆様、他の連盟会員の
皆様と共に現場の声を国政に繋げて
いけるよう、連盟活動に取組んでい
きたいと思います。よろしくお願い
いたします。

坂井支部
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坂井支部長

小向

輝子

７月の 選 挙 では、支 部
の会員の皆 様には大変お
世 話になり、目標 票 数に
到 着 することが 出 来まし
た。ありがとうございまし
た。坂井支部では３〜４ヶ
月に１回役員会を行い、支
部 研 修会の打ち合わせや
活動について意見交換をし
ています。今後とも支部活
動にご協力、ご参加よろし
くお願いします。

武生支部

活 動
奥越支部長

堀明

鯖江支部長

久島

武生支部長

坂口

栄子

進藤

加代子

今年度、福井県 看護 連 盟小
浜支部、支部長を未熟ながらさ
せていただく事となりました。
現場の声が少しでも施策に
届くよう研修会等を通じて会
員一人一人が協力して活動し
ていきたいと考えています。
どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

ＯＢ会支部長

OB 会支部

惣宇利

幸子

ＯＢ会は看護協会推薦の候補者の
当選を絶対的なものとするため看護
連盟の退職者の方々の力を結集して
より強固なものにするため全国の組
織強化により誕生しました。H２１年
９月 27 日ステップで丹南地区の病院
廻りの際ＯＢ会の方々にたかがい恵
美子さんを知って戴くべく呼びかけた
くさんの参加を頂きました。たかがい
恵美子さんのパワーアップにつながり
喜びを共有することが出来ました。

代利子

ＯＢの皆様の御指導のもと、７月の参議
院選挙活動も終わり、人の支えのすばらしさ、
一つの目標に向って一致団結するという組織
のすばらしさを学ばせて頂きました。この熱
い会員一人一人の気持ちを今度は「看護の場」
に生かせる様頑張って行きたいと思います。
会員のみんなが健康で元気で和を持って
楽しく仕事が出来るを目標に、今年度は研
修会を２回開催。支部ニュースの発行も行
い、各施設に送付し看護協会、連盟の活
動を理解して頂き会員数の増加を図りたい
と思います。

小浜支部長

小浜支部

スナヲ

会員減少の中で迎えた第２２回参
議院選挙どのようにしたらよいか迷
い乍らの日々でしたが佐藤会長より
幸にして電話作戦の場所を得られ、
少ない会員で時間の許す範囲内で電
話作戦に望みました。厚い中クーラー
もなく、扇風機一台で頑張っていま
した。協力して下さったＯＢ会の皆
様には本当に感謝でいっぱいです。
お蔭様で最介に喜びあえた事は何よ
りと思っています。微力ですが一人で
も会員増が出来る様に努力したいと
思っています。

細田

先の参院選では、「たかがい恵美子」氏の当選を果たす
ことができました。「私達の代表を国政の場に送ろう！」と
の思いがホップ・ステップ・ジャンプ！のかけ声のもと、投
票日に向けて徐々に高まってくることを役員は肌身に感じて
いました。しかし会員一人一人の政治への関心、向上意識を
高めるにはまだまだ活動不足があることを否めません。勤務
時間外という時間枠の中で、地道に国政と働く現場のつな
がりを伝えていかなければならないと思います。「たかがい
恵美子」氏の国政での働きに関心を持ってもらうことを支部
活動につなげたいと思います。

朋美

奥越支部では、参議院選挙勝利
につなげていけるよう、会員一人ひ
とりに「看護の代 表を国政の場に
送ることの重要性」を伝えてきまし
た。
又他 部 署 の人 達へ の声かけも、
たかがい先 生の台詞を渡しながら
役員一丸となって取り組みました。
無事当選された事は、今後看護
界 の 大きな躍 進につなげると思い
ます。

敦賀支部長

敦賀支部

青年部

青年部代表

前川 哲弥

昨年、青年部が結成され、男性５名の役員で政治活
動をはじめました。最大の目標は、参議院選挙で看護
の代表であるたかがいさんを国政に送ることでした。こ
の間に青年部として何ができるか？会員数を拡大するた
めの施設まわりや各研修会の協力や企画・運営でした。
そして７月の選挙で勝利できたことは本当に喜ばしく思いました。
月の選挙で勝利できたことは本当に喜ばしく思いました。
今回の活動で感じたことは、会員一人一人が政治に関心を持ってもらうこと。より
よい医療・看護の実現には、現場の声を伝えることがとても大切であるということ
でした。今後も青年部として、看護政策や医療政策に関する研修を企画し、会員
のポリティカルセンスが向上するようがんばっていきたいと思います。
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趣味の広場

看護連盟会員募集
あなたの未来
あなたの後輩の為に
今の現状で満足してますか？
今年で発足２５周年をむかえる伝統あるジョギングク

ラブです。フルマラソン完走後の達成感と充実感は一度
味わったらやめられません。今年は久米島マラソンにも
挑戦します。

福井県済生会病院

ジョギングクラブ

酷暑ともいえる暑い夏が続いたあと急に肌寒く感じるこの頃ですが、皆
様いかがお過ごしでしょうか。今年も連盟ふくい発行に至り、原稿をお寄
せいただいた方々に深くお礼申し上げます。経済低迷、後を絶たない痛ま
しい事件など殺伐とした社会情勢のなか、高階恵美子氏の参院議員見事初
当選は大変喜ばしく、会員の皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。今
後も会員の皆様とともに政治を考え、広く情報を発信できるよう努めてま
いります。
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