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長い梅雨のあとの短い夏でしたが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
ディズニーランド生誕 30 周年と同じ年に、「連盟ふくい」も 30 号の発行を迎えることが
できました。発行にあたり原稿をお寄せいただいた方々に深くお礼を申し上げます。
アベノミクスの効果で、景気が上向きになりつつある世の中、石田まさひろ氏の参議院議員
見事初当選と大変喜ばしく、会員の皆様のご協力に改めて感謝を申し上げます。
今後も明るい話題が続くことを願いながら、広く情報が発信できるよう努めてまいります。
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福井県看護連盟　会長　　加藤　澄子

　今夏の猛暑もようやく過ぎようとしております。
　日頃は、会員の皆様には当連盟に対しましてご支援ご協力を戴き心から
感謝申し上げる次第でございます。
　本年は、３年に一度巡ってくる参議院選挙の年でありました。この３年間、
ひたすら参議院選挙に照準を合わせて活動計画を立て実行して参りました。
今年はその３年間の成果が問われる時でありましたが、役員・支部長さん
のご協力のおかげで、石田氏が当選を果たし得ましたのは、この上なく嬉

しく思います。有り難うございました。
　石田氏は、日本看護協会勤務の後、看護連盟の幹事長を務められ、日本の看護界を常にリードして
こられました。我が国の看護に関する諸問題を知り尽くしておられることを思いますと、今後の国会
議員としての活動が楽しみであります。看護連盟は、看護の質の向上を求める看護協会に対し、看護
職の地位の向上を求めることに存在していると思っています。また、そのことが看護の質の向上に繋
がっていくのだと確信しています。
　この度の参議院選挙は、そのための看護職の議員を輩出する選挙であったことを思う時、石田氏を
国会に送り込むという結果を残せたことは本当に喜ばしい限りであると共に、会員の皆様に心から御
礼を申し上げる次第であります。ご協力ありがとうございました。

日本看護連盟　会長　　草間　朋子

　この度、日本看護連盟会長の重責を担うことになりました。
国会議員としての長年のご経験をお持ちの清水会長の後任としては、力不
足であることを痛感しておりますが、各都道府県の連盟組織の力強いパワー
と連携、会員のみなさま一人ひとりの熱い情熱に支えていただき、看護界
の抱える課題の改善に向けて挑戦するとともに、看護界のさらなる発展に
向けて全力投球をする覚悟でおります。
　看護職は「チーム医療のキーパーソン」と位置付けられております。ク

ライエントを中心とした、これからのチーム医療に関連したさまざまな改革を実現していくためには、
看護職、看護界自らが、国民目線に立った看護政策を発案し、積極的に取組んでいかなければなりま
せん。そのためには看護職の代表としての国会議員の先生方の精力的な活動が不可欠です。「看護の力」
を強くすることの必要性を、特定看護師の制度化に向けての活動経験を通して実感しております。
　世界に類を見ないスピードで超高齢社会を迎えたこれからの日本の安心、安全な医療保健福祉を支
えていくのは「看護の力」であることを目標に、連盟組織が一丸となって、国会議員の先生方の活躍
に期待し、医療職の半数以上を占める 140 万人近い看護職が、元気と誇りをもって活躍できる看護の
現場を目指して頑張ってまいりましょう。
　私も、気力と情熱だけは、誰にも負けないつもりでおりますので、どうぞよろしくお願いします。

選挙を終えて 「連盟ふくい第 30 号」によせて

福井県看護協会　会長　　樋村　禎子

　平成 25 年 6 月の総会で福井県看護協会会長を拝命した樋村禎子です。
ジャネーの法則のせいだけでなく、この４か月はあっという間に過ぎ去っ
た感じがします。
　貴看護連盟も今年は石田昌宏氏の参議院議員選挙活動などもあり、多忙
な日々を過ごされたことと思います。このような状況の中で看護協会に対
し、連盟会長さんをはじめ、担当者の方々には多くのご支援をいただき厚
くお礼申し上げます。

　看護協会は、公益法人として、健康に関わる全ての領域で力を発揮し、国民の期待に応える事が出
来る組織体制つくりをしていきます。そして、貴看護連盟と連携し、世の中の情勢やニーズを把握し
ながら、社会が求める使命を果たす目標を共に持ち、理解し、協働していきたいと思っています。
　プラス思考への心理学者下口雄山先生は、人は普段眠らせている潜在意識に働きかけることで、「な
りたい自分になれる」と言われています。私たちも自分を信じプラス思考に進んでいき、「できる、や
れる、なれる」この合言葉で必ず夢を実現していきたいと思います。
　看護連盟便りの投稿を機会に、日頃の感謝の気持ち「ありがとうございます」をお伝えし、ご挨拶
とさせていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本看護連盟　前会長　　清水　嘉与子

　石田昌宏参議院議員を誕生させることができました。福井県をはじめ、
全国の会員がまさに熱伝道師になって頑張ってくださったお蔭です。6 年
前に失った参議院の議席を取り戻し、初めての男性代表を送るなど、看護
連盟としては新たな歴史のページを開きました。
　見藤先生が療養に専念されることになって平成 21 年の総会でバトンタッ
チしてから、阿部俊子衆議院議員の 2 回の選挙と、髙階恵美子・石田昌宏
両参議院の選挙の計 4 回の選挙にかかわらせていただきましたが、いずれ
も大成功、４戦全勝で会長を終えることができたことを幸せに思います。

　この間政権交代下で看護連盟にとっては大きな試練を経験することになり、候補者をはじめ全国の
会員に辛い思いをさせてしまったことを本当に申し訳なく思っております。しかしこのたびはそうし
た状況も解消され、看護界一体となって勝利を収めることができました。こうした環境になって草間
朋子会長にバトンタッチをすることができることを喜んでおります。草間新会長は東大の同窓で、専
らアカデミックな世界を歩いてこられた方です。しかし象牙の塔にこもることなく、以前から看護連
盟活動にご協力くださっており、日本看護協会副会長としての経験もされ、坂本日本看護協会会長と
も呼吸ぴったりという方、新会長のリーダーシップの下連盟のさらなる発展を期待したいと思います。
　石田昌宏議員の仕事は秋の臨時国会からが本番、個人票 201,109 プラス党名投票をしてくださった
たくさんの票の重みをぜひ国民生活に豊かさと潤いを与える政策につなげてほしいと願っています。
皆様のこれまでのご厚誼に心から感謝申し上げます。

「連盟ふくい 30 号」によせて 福井県看護連盟 ｢連盟ふくい 第 30 号」
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参議院議員　　髙階　恵美子

　先般の参議院選挙において、国政の健全化に向けた大切な節目を迎える
ことができました。この喜びをみなさまと共有させていただけますことを
大変光栄に存じます。
　英国王室に次代を継ぐ王子さまがお生まれになり世界中が喚起している
同時期に、私たち日本の看護界は、国会にフレッシュな男性議員を誕生さ
せるという大事業を成し遂げました。看護の議席を新たに得て、これからは、
成熟社会日本を支える新たな社会保障制度体系の構築に向けて、いのちを
護る者が看ている視点を存分に活かした政治活動を、いっそう強力に進め
て参ります。

　私にとって初めての議員立法となった DV 防止改正法（6/26 成立）はいま、一部の方々に ‘ 奇跡の
法律 ’ と呼ばれています。言わば不健康な関係病理による生命危機を公権で回避する特殊法であるため、
議員各位の理解を得る過程が極めて険しかったからです。解決策は明らかでも了解されなければ事を
成せない。だからこそ、ともに闘える同志が必要なのです。みなさまのお支えに、心から感謝申し上
げます。
　10 月の臨時国会では、社会保障制度改革に関する国民会議の報告書を受けた法的基盤整備も含む種々
の議論が白熱するものと予測されます。これからの国会審議には、実際に社会保障サービスを提供し
ている専門家の鋭い切り込みと建設的で現実的な提案が是非とも必要なのです。時代の要請に応じて、
発言し提案し行動する看護職へ！私たちの活動範囲はまだまだ無限大です。たかがいは、一人一人の
悩み、気づき、アイディアをお聞きして､ 実際に政策に反映する橋渡し機能を果たせるよう、地道に
努力を続けて参りますので、引き続きご厚情賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

福井県看護連盟「れんめい福井  第 30 号」寄稿

衆議院議員　　あべ　俊子

　福井県看護連盟の皆様、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、石田まさひろさんが 201,109 人もの皆様からのご支持をい
ただき、無事国政の場へ送り出していただくことができました。これもひ
とえに、全国の看護連盟の皆様の長きにわたる地道で力強い取り組みの賜
物であり、福井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。
　今回の選挙の結果、国会でのねじれを解消することができ、復興をはじ

め日本を取り戻すための政策に邁進していける環境が整った次第です。これからは看護界における諸
課題に対しても、たかがい恵美子議員、石田まさひろ議員とともに三人で力を合わせ、看護職の皆さ
んが生き甲斐を持ち、いきいきと働けることを目指して国政の場で頑張ってまいります。
　またその一方で、外務大臣政務官としても中東・アフリカ地域を担当し、例えば、国際協力の実践
が円滑に図れるように情報発信をしたり、2 泊 6 日や 3 泊 8 日といった弾丸ツアーで現地を視察した
りして、情報の収集や課題の把握に努めています。公務や政務に追われる毎日ではありますが、看護
界の諸課題は常に私の心にあります。それらの解決に向けて、少しでも皆様のお役に立てるようこれ
からも精一杯頑張ってまいる所存です。引き続き、皆様からの現場の声をお聞かせいただけますよう
心よりお願い申し上げます。

「連盟ふくい 30 号」によせて

参議院議員　　石田　昌宏

　福井県看護連盟の皆様、日ごろよ
りお世話になりましてありがとうご
ざいます。石田昌宏です。お陰様を
もちまして、今夏参議院選挙で当選
することができました。
　福井県看護連盟の皆様から頂いた
多大なご支援に心より感謝申し上げ

ます。お一人お一人の熱い想いを今もなお感じ続けています。
　当選証書を授与され、胸に議員バッジをいただいたとき、全
国の看護職の仲間の期待をずっしりと実感しました。私が訴え続けているモットー、それは「看護の
力で日本を元気にする」です。従って、「さあ、これから看護を元気にし、日本を元気にするぞ」とい

う意気込みで、議員バッジの重みは喜びでもありました。そして、8
月 2 日の国会招集日。天皇、皇后、両陛下をお迎えし、開会式が厳か
に幕を開けました。その時の天皇陛下のお言葉に、身が引き締まり、
喜びとともに責任の大きさを痛感いたしました。陛下はこう仰ったの
です。

「国民の負託に応える政治をして欲しい」
　看護職が誇りと生きがいを持って働ける現場を取り戻し、患者さん
の安心と家族の笑顔を生む。私がまず目指すところはそこです。国民

の負託に応えるべく、しっかりと勉強し国会で発言してまいります。特に秋
の臨時国会においては、社会保障制度改革国民会議がとりまとめた報告書を
もとに医療・介護、少子化対策、年金に関し制度改革が進められていきます。
これからの看護の現場と日本にとって大切な国会審議となりますから、頂戴
した票の重みを忘れることなく、積極的に議論に参加していく所存です。
　改めて福井県看護連盟の皆様に衷心より感謝申し上げますとともに、今後
とも見守り続けていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

福井県看護連盟「連盟ふくい30号」によせて　　　

前・石田まさひろ政策研究会　
会長　　大島　敏子

　福井県の連盟会員の皆様、皆様のお力で、石田まさひろ参議院議員が誕生し
ました。おめでとうございます。石田まさひろさんは、全国を 6 巡し、2000 カ
所の施設を訪問しました。これからの議員活動の支柱になることと確信してい
ます。ご協力いただいた施設の皆様に、心から感謝します。
そして、熱い最中の１7 日間の選挙戦、本当にお疲れ様でした。電話作戦に参加
して頂いた皆様、確実に投票に行った皆様、本当にありがとうございました。福
井県 3644 票は、目標である 6000 票を下回りましたが、看護連盟が長年堅持し
てきた、参議院の 2 枚看板が揃いました。今後は 3 年ごとの選挙で、201.109
票より上回る票がとれる組織づくりが課題です。
看護の未来は、連盟活動にかかっています。頑張って行きましょう！

石田まさひろ氏の当選を祝して



熱伝導 の勝利!!
熱伝導 の勝利!!

石田昌宏
参議院議員

ホップホップ ステップ
ステップ

ジャンプ

２人３脚 力強いです。
期待しています。

働きやすい環境、
未来の社会が豊かに
今後の活躍に期待します。

有言実行！初志貫徹！
全国の看護職の生の声を

「４つの重点課題」取り組みに
生かして下さい。

看護職の代表として、
実力を発揮できるステージに
立たれたことを心から
誇りに思います。

国民にやさしい社会保障の
実現に向け頑張ってください。
私達は今後も熱伝導で
応援していきます。

国会での活躍を
お祈りいたします。

『現場の声を国会へ』
ぜひ実現をお願いします。
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石田昌宏参議院議員
熱く決意を語る

管理者研修会・懇親会
平成25年10月１日

おめでとうございますおめでとうございます

総決起大会に参加して
　今回、参議院選に看護職の代表として出馬する石田まさひろ氏の総決起
大会に参加させていただきました。看護職の中でも少ない男性が代表と
して、政治に参加し看護職の仕事を守り発展させていこうとする姿に、一
男性看護師として心からのエールを送ろうと思って総決起大会に臨みまし
た。石田氏の登場は EXILE の「Rising Sun」の曲と共に爽やかに現れ、連
盟会員からの熱烈な激励が続きました。壇上に上がるまでに 50 メートルの距離もないのに、5 分弱
の曲が終わりそうになるほどの人気と看護職全体からの大きな期待を感じることができました。また、
応援に来られた国会議員は 50 人を越え、誰もが知っているような有名な議員も駆けつけていました。
石田氏の応援では日本看護協会会長の坂本すが氏が看護協会を挙げて 60 万人で応援すると激励した
り、「宇宙戦艦ヤマト」の曲を使った応援歌を参加者全員で歌ったり、政治アカデミーで結成された応
援団の力強い応援があったりしました。どれも石田氏にとって力強い推進力となったことと思います。

そして、総決起集会での応援が功を奏したのか、石田氏の参議院選の当
選の知らせを聞いた時には大変嬉しく思いました。
　私はこの総決起集会を通じて、福井県で男性看護師として現場で活躍
している仲間にも出会い団結することができました。石田氏の活動はこ
のように様々な場所で、男性看護師はもちろん看護職の団結の種を蒔い
ているのだと思いました。その種が芽を出し、強い大樹になっていける
ように看護連盟を通して、団結を強め大きな輪となるように活動してい
こうと思いました。

第二支部　川出　広宣

　私は、連盟の支部役員としての活動は 3 年目になりますが、通常
総会に出席させていただくのは今回初めてでした。今年は第 23 回
参議院選挙を 7 月に控えており、力の入った総会だったと思います。
　昨年 12 月の衆議院総選挙で自民党は大勝し、「追い風で心配ない
のではないか？」という噂もありましたが、同じ党内に候補者が多
く確実に石田まさひろ先生を政界に送り出せるかどうか分からない
状況でした。自民党の応援議員や候補者がたくさん来られ、参議院
選挙も自民党が圧勝したいという圧力が感じられました。石田先生
に才能や力があったとしても、当選しなければその力を発揮して頂
くことができません。この追い風に乗れるよう運気が高まらなけれ

ばなりません。来賓の方々が激励・応援メッセージを述べられ、会場はだんだん盛り上がっていきま
した。最後に日本看護協会の坂本すが会長が応援され、清水嘉与子連盟会長とハグし盛り上がりは最
高潮となりました。そのシーンを間近で拝見することができ、「これで連盟と協会は一つになったのだ」
感動いたしました。この総会は、本当に意義のあるものだったのではない
でしょうか。これらから支部長は看護連盟と看護協会が手を組んで応援し
ていくこと、一票を投じなければ私達の希望は実現しないことを各病院施
設によくよく伝えなければならない事を感じました。この追い風に乗るよ
う運気が高まるよう、同じく参加した支部役員と共に、熱く熱く会員や家族・
知人に呼びかけていきたいと思いました。きっと期待した結果が得られ石
田先生と共に喜び合える日が来ると信じております。
　この素晴らしい総会に参加させて頂きありがとうございました。

第一支部　吉川利矢子

平成25年度日本看護連盟通常総会 平成25年6月13日（木）
会場：ザ・プリンスパークタワー東京　参加者：1,788名
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福井県総決起大会に参加して
　この度、福井県総決起大会が去る 6 月 25 日に福井商
工会議所で開催されました。
　出馬表明の参議院全国区候補予定の石田まさひろ氏、
地方区候補予定のたきなみ宏文氏がそれぞれの思いを熱
く語られました。特に石田氏は『看護職を元気にする。
看護職が元気になれば日本が元気になる。』と意欲を表
明。その後、たきなみ氏と固く握手を交わしました。そ
の姿に会場からは、大きな拍手が起きました。来賓の自
由民主党県会議員の仲倉典克氏、同女性部長の後藤詩律
子氏が壇上に上がられ素晴らしい応援メッセージを送ら

れました。いずれも石田氏に期待していることがひしひしと伝わってくる内容で拍手喝采でした。
　次は学ランを身にまとい頭には赤のハチマキをきりっと結んだとても凛々しい青年部が数名現われ、
太鼓の打つ音に合わせながら、３３７拍子を会員一体となり行いました。それは、とても素晴らしい
パフォーマンスでした。そして左手は腰に右手は拳をつくりそのまま高く挙げ、「頑張ろうコール」も
行いました。
　約１時間 20 分という時間でしたが会場は終始熱い雰囲気に包まれ、
石田氏の温和な表情のためか人柄か、会員の皆さんはどなたも満面一
杯。本当に大盛況の中、行われた総決起大会。きっと石田氏は手ごた
えを感じたであろうと確信しています。
　また、その後に開催された通常総会は 340 名の出席者、委任状 3,152
名で会は成立。会員の皆さんの協力によって経過報告、提出議題はス
ムーズに進められ、定刻には終了致しました。

坂井支部長　北川　千恵

　平成 25 年度福井県看護連盟通常総会が福井県商工会議
所地下コンベンションホールにおいて開催されました。
　今年度は、平日にも関わらず多くの会員の参加がありま
した。通常総会では、経過報告・審議事項においてスムー
ズに進行し賛成多数によって可決されました。
　総決起大会では福井県看護協会樋村禎子会長、日本看護
連盟阿津公子幹事長、石田まさひろ政策研究会大島敏子会
長をお迎えし盛大に行われました。
　大会では「石田まさひろ氏を絶対参議院に当選させる、
選挙戦に勝ち抜くぞ」という意気込みが会場いっぱいに伝
導しました。そのためには会員一人ひとりが票を集め、石田まさひろ氏を国会に送り込まなければな
らない。国会の場では看護師の労働条件改善や地位拡大を実現してもらうため会員が力を結集しなけ

ればいけない。その意志を会員に伝えてくれたのが会員代表の応援メッセー
ジでした。メッセージには石田まさひろ氏への想いや、願いがひしひしと
伝わる言葉で力強く感じました。
　この度の総決起大会は、私たち連盟会員が一致団結し、責任をもって頑
張り抜く熱意が伺えた大会でした。

奥越支部長　和田　朝子

福井県看護連盟通常総会 平成25年6月25日（火）
会場：福井商工会議所　地下コンベンションホール　参加者：340名

男性会員研修
日　時 平成 24 年 11 月 27 日（火）
テーマ 「診療報酬改定の現場で何がおこっているか」
講　師 前日本看護連盟幹事長　石田昌宏
会　場 福井商工会議所 コンベンションホール 参加数 67 名

役員研修
日　時 平成 25 年 3 月 15 日（金）
テーマ 「日本の発展に看護連盟はどのような役割を果たしてきたか」
講　師 日本看護連盟副会長　大島敏子
テーマ 「看護の将来展望と政治」
講　師 前日本看護連盟幹事長　石田昌宏
会　場 福井自治会館　多目的ホール 参加数 163 名

ＯＢ会員研修
日　時 平成 25 年 3 月 16 日（土）
テーマ 「看護系議員の誕生が看護の世界にもたらしたもの」
講　師 日本看護連盟副会長　大島敏子

テーマ 「私の歩んできた道・・・そして私はなぜ立候補するか。
ＯＢさんにきたいするもの」

講　師 前日本看護連盟幹事長　石田昌宏
会　場 福井商工会議所 コンベンションホール 参加数 33 名

若手会員研修
日　時 平成 25 年 3 月 16 日（土）
テーマ 「実感できる看護ができる環境づくり」
講　師 前日本看護連盟幹事長　石田昌宏
テーマ 「あなたの気持ちを伝えていますか？」
講　師 心理カウンセラー　太田夏江
会　場 福井商工会議所 コンベンションホール 参加数 210 名

日本看護連盟通常総会
日　時 平成 25 年 6 月 14 日（木）13:00 ～ 15:20

総決起大会
日　時 平成 25 年 6 月 14 日（木）15:30 ～ 17:00
会　場 ザ・プリンス　パークタワー東京 参加数 46 名

一般会員研修
日　時 平成 25 年 6 月 15 日（金）9:30 ～ 11:00
会　場 国会議事堂見学と大臣室見学 参加数 46 名

新人研修
日　時 平成 25 年 6 月 20 日（木）13:30 ～ 16:30
テーマ 「看護を魅力的に」～看護に果たした看護連盟の役割～
講　師 看護連盟会長　加藤澄子
テーマ 「良い環境は自分で作れる！自己マネジメント手法を身に着けよう」
講　師 株式会社ノビテク　平井智子
会　場 福井県自治会館 参加数 153 名

福井県総決起大会（ジャンプ）
日　時 平成 25 年 6 月 25 日（火）13:00 ～ 14:20

福井県看護連盟通常総会
日　時 平成 25 年 6 月 25 日（火）14:30 ～ 16:20
会　場 福井商工会議所 地下コンベンションホール 参加数 340 名

都道府県別リーダーセミナー（本部主催）
日　時 平成 25 年 7 月 11 日（木）13:00 ～ 16:30
講　師 福井県看護連盟会長　加藤澄子
会　場 福井県自治会館 参加数 154 名

青年部研修
日　時 平成 25 年 8 月 31 日（土）13:30 ～ 16:30
テーマ 「看護と政治」～看護に果たした看護連盟の役割～
講　師 看護連盟幹事長　大崎妙子

テーマ シンポジウム
～男性看護師として意欲的に働きつづけるために～

会　場 福井県自治会館　２０１研修室 参加数 51 名

（平成 24年 10 月～平成 25 年９月）

叙勲お祝いおめでとうございます叙勲お祝いおめでとうございます
 （平成 25 年春）

 （平成 25 年春）

 （平成 25 年春）

 （平成 25 年春）

清水　るみ子 様
森國　のり子 様瑞宝単光章 

役員幹事
田中病院
宇随　芳子

県役員
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平成 25 年度　青年部研修

平成 25 年度都道府県別リーダーセミナーに参加して
　都道府県別リーダーセミナーに参加し一番感じたことは、私
自身の連盟への意識が変わったことです。今までに幹事長・会
計をさせていただきましたが、支部長に負担をかけていた部分
が多かったと思います。セミナーでは、加藤会長が私たちが少
しでも働きやすい職場をつくるために、数々の国会議員の方が
活動してきたことや築き上げた成果について、海道副会長より
支部長・施設連絡員・リーダーの役割について、樋村会長より
福井県看護協会の取り組みについて説明をしていただきました。

最後は高階恵美子参議院議員より、看護職から絶対私たちの代表が当選するんだと意気込みが感じら
れ、連盟のことはわからない私ですが『なにかしなけれ
ばいけないんだ』と気持ちが高まりました。
　今回の選挙にあたり、看護職の方に推薦していただい
た方へ電話作戦を行いました。多くの方に「ご苦労様で
す・頑張ってください」と生の声を聞かせていただき、
少しだけ私も皆さんの為に協力できたんだと思いまし
た。そして、OB の方も私たちのために一生懸命声を震
わせて伝えていたことも感謝の一言に尽きません。今後
は支部の代表としての役割を少しずつ習得し、施設連絡
員の拡大に努めていきたいと思います。

鯖江支部　上坂　由理子

男性会員研修に参加して
　この研修では、男性看護師である自分の振り返りと今後の期待
感が持てるようになりました。今回は二部構成でしたが、特に関
心が高かったのは看護と政治の発表でした。内容は、今年の参議
院選挙を終えての今後の連盟の役割や活動の内容などでした。
　近年、男性看護職員の増加に伴い、新しい制度が今こそ必要な
のではないだろうか？という声が高まっています。新しい制度の
制定のためには自分たちの声を代弁してくれる代表を政治界に送
ることが必要です。
　今年の参議院選挙では石田昌宏さんが当選しましたが、まだま
だ数多くの自分たちの代表選出が必要だと思いました。とにかく
自分たちが動かなければ制度は変わらない。制度を変える為に自
分の持っている選挙権が必要となってきます。一人ひとりが自覚
を持って選挙に行くことが自分たちの看護の現場を変革していく
原動力になるのだと感じた研修でした。

第二支部　梨木　衛

平成 25 年度 都道府県別リーダーセミナー研修平成 24 年度　男性会員研修

男性会員研修に参加して
　平成 24 年 11 月 27 日に福井商工会議所において男性
会員研修が開催されました。福井県看護連盟としては初め
ての男性看護師だけの研修会で、青年部役員が企画運営に
携わりました。看護の仕事は一般的に女性の職場というイ
メージがあると思いますが、最近は男性看護師の進出が多
くなり、福井県看護連盟会員の約６％が男性会員です。
　研修当日は 67 名の参加があり、まず若手看護師が看護
師になった動機や仕事でのやりがいなどを発表してもらい
ました。その後、「看護のやりがいについて」というテー

マでグループワークを行いました。
　主な内容は、看護の仕事を選び今思う事はどんなことか、女性の職場で苦労
していること、理想の看護師像とは等でした。同じ職種ということもありすぐ
に打ち解けることができたようです。また勤務経験や年齢別にグループを分け
たことで、悩みや不満など日頃口にだせないような愚痴も話すことができよかっ
たという意見もありました。
　今回初めて男性だけの研修を行うということで不安な面もありましたが、色々
な意見をきくことができ男性看護師の頼もしい一面もみることができました。

福井県看護連盟青年部　前川　哲弥

平成 25 年度　新人研修会に参加して
　私は、6 月 20 日（木）の福井県看護連盟主催の新人研修に参加させて頂きました。今まで看護連盟
と看護協会のつながりについてあまり理解していませんでしたが、看護協会の活動目的を達成するた
めに看護連盟が誕生したということを学ぶことが出来ました。
　社会人としてのマナーについては、自分が持っている自分像と初対面の相手が自分に対して感じる
印象は必ずしも同じではないということでした。自分では笑顔でいるつもりであっても、相手にとっ
ては無表情だと思われていたり、言葉が足らず不親切な人と思われてしまうこともあるのだと知りま
した。私が与える印象で病院としての印象も決まることを常に意識する必要があると認識しました。

これからは社会人として客
観的に自分を見つめつつ患
者さんや利用者さんに接し
ていこうと思います。
　今後研修で学んだことを
生かし、よりよい看護を患者
さんに提供できるよう努力
していきたいと思います。

第三支部　小笠原　久美

平成 25 年度　新人会員研修



支　部　活　動支　部　活　動
福井第１支部福井第１支部 支部長　吉川　利矢子

　第一支部では、選挙前に「期日前投票の呼び
かけ」「施設挨拶まわり」を実施いたしました。
その効果のためかわかりませんが、無事石田ま
さひろ先生を政界に送り出すことができ大変嬉
しく思います。
　今後、選挙後は自分たちの支部から得られた
得票数の分析と次回の選挙活動の方針を決めて
いきたいと思います。また、DVD の視聴を繰
り返し会員やそうでない職員に対しても連盟活
動に理解していただけるよう働きかけたいと思
います。

坂井支部坂井支部 支部長　北川　千恵

　坂井支部では、「石田まさひろ氏」を
国政の場に送ることを目標に、まずは投
票所に出向くことを働きかけました。　
その結果、会員一丸となり目標を達成す
ることができました。
　本年度も定期的に行う予定の研修会で
も、多くの会員の方に連盟活動への関心
を高めることができるよう支部活動を進
めていきたいと思います。

武生支部武生支部 支部長　福田弥生 青年部青年部 福井県看護連盟　青年部　前川　哲弥
　武生支部は、越前市と南越前町からな
る約 170 名の地区です。今年度の活動
目標は、参議院候補者である石田まさひ
ろ先生の票を一票でも多く獲得し、当選
していただくことでした。
　7 月の支部研修では『選挙に行こう』
という DVD を会員の方に見て頂き、一
人でも多くの会員の方に選挙に行ってい
ただくことを呼びかけました。又、支部
役員も会員の方々に手伝っていただき、
連日電話作戦など活動を行って参りまし
た。努力の結果、参議院選挙において、

　青年部では、石田まさひろさんの当選
を目標とし、研修の企画運営や集会での
青年部によるアピール、選挙カーでの演
説を行いました。そして選挙で勝利でき
たことは本当に喜ばしく思います。会員
一人ひとりが政治に関心を持つこと、よ
りよい医療・看護の実現には「現場の声
を伝えることが大切である」ことを知っ
てもらえるよう活動を続けていきます。

福井第２支部福井第２支部 支部長　清水　敬子

　今年度の参議院選挙では、石田まさ
ひろ氏を国政に送りだす事ができ、大
変喜ばしい事です。 一人ひとりの力は
小さいものですが、一人ひとりに伝え
ることの難しさ、大切さ、伝わった後
の力の大きさなどを痛感いたしました。
　これからも、現場の声を国政につな
げていくことができるように、支部役
員の方々や連盟会員の皆様と共に連盟活動に取り組んでいきたいと思います。

奥越支部奥越支部 支部長　和田　朝子

　平成 25 年度は、第一目標である「石
田まさひろ氏参議院当選」を達成するこ
とができました。会員一致団結し個々の
役割をもって活動に取り組めました。
　今後は、支部の組織力強化と他施設と
の連携を図り、連盟の役割を看護師全体
に広め、会員増を行っていきたいと考え
ています。

敦賀支部敦賀支部 支部長　岡田　恵子

　敦賀支部は、「ベッドサイドから
政治を変える」のスローガンをも
とに、新人オリエンテーションと
して、看護連盟の成り立ちとその
役割について講義しています。ま
た、今年度は施設連絡員が殆ど変
わったため、県の研修等に連絡員
全員が出席し、意識づけをするよ

うにしました。それにより、連盟の役割を自覚して活動することができました。
　又、OB 会とも連携し連盟活動に力を入れています。今後もよろしくお願い致します。

福井第３支部福井第３支部 支部長　表　真由美

　この度、第３支部、支部長を未熟
ながらさせていただく事になり、身
の引き締まる思いです。支部長とし
ての活動は始まったばかりですが、
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、研修会等を
通じて活動に取り組んでいきたいと
思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

鯖江支部鯖江支部 支部長　上坂　由理子

　今年度、鯖江支部長をさせていくこと
になりました。7 月には石田まさひろ参
議院議員が男性では初めて誕生しまし
た。石田議員のパワーを源に、私たちが
今できることから少しずつ連盟の活動を
理解し、研修等を通し意識の向上に努め
ていきたいと思っております。
　皆様のご協力よろしくお願い致しま
す。

小浜支部小浜支部 支部長　増田　淳子

　今年度は参議院選挙を７月に控え、石田氏を国政に送ることを目標に、新旧役員合
同での会議を幾度となく行いました。
　選挙が間近になった矢先に、私が骨折をし
て支部役員の皆さんに迷惑をかけましたが、
サポートをして頂き、無事乗り切ることが出
来ました。若き看護師たちの政治に対する前
向きな姿勢が力強く頼もしく感じられました。
　今後は研修に力を入れ、皆が向上していけ
る様な活動に取り組んでいきたいと思ってい
ます。

OB会支部OB会支部 OB会支部長　鈴間　柳子

　OB 会支部では、「看護職の代表を是非とも国政に」を
合言葉に、役員会・後援会・OB 会の集い等で活動して
きました。第 23 回参議院議員選挙において、看護職の
代表石田昌宏先生が見事当選され、私たちのスローガン
は達成できました。しかし、福井県が目標にしていた
5100 票にはとどかず、少し残念な思いをしております。
　選挙後の OB 会支部では、今回の結果について反省の
会を持ちました。今回の選挙では、全国的にも投票率が低く、それが得票数に影響を与え
たのではないかという意見が多くありました。
　今後はこの結果をふまえ、OB 会員も若い人達も深く反省し、次の選挙に生かしていき
たいものです。私たちがもっと政治に関心を持つと同時に、その環境づくりをしていくこ
とこそ、今一番求められていることではないでしょうか。

会員数：627名 会員数：274名

会員数：1,533名

会員数：1,166名

会員数：153名

会員数：196名

会員数：189名

会員数：177名

会員数：244名

会員数：43名

平成 25年度
福井県看護連盟 合計：4,603名

会員数

平成 25 年 9 月 30 日現在

参議院議員　石田まさひろ先生が誕生し
本当に良かったと思います。
　今後は国政の場で、看護職の代表とし
て益々ご活躍いただけることを期待して
います。私たちも引き続き支部活動を頑
張っていきたいと考えています。
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編集員　石田陽子／前田月美／岡村倫世／藤長真由美／加藤真弓／齊藤美智子

長い梅雨のあとの短い夏でしたが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
ディズニーランド生誕 30 周年と同じ年に、「連盟ふくい」も 30 号の発行を迎えることが
できました。発行にあたり原稿をお寄せいただいた方々に深くお礼を申し上げます。
アベノミクスの効果で、景気が上向きになりつつある世の中、石田まさひろ氏の参議院議員
見事初当選と大変喜ばしく、会員の皆様のご協力に改めて感謝を申し上げます。
今後も明るい話題が続くことを願いながら、広く情報が発信できるよう努めてまいります。

発行日
２０１３年1０月発行

発行者

福井県看護連盟
責任者  加藤 澄子

福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

見藤　隆子 様
（日本看護連盟 前会長）

吉田　君子 様
ご生前の活動に感謝し
謹んでご冥福をお祈り
申し上げます

～ 一人でも多くの方の入会により、現場の声を国政に反映させましょう ～

訃報　物故会員訃報　物故会員福 井 県 看 護 連 盟 の
ホームページ随時アップ中
福 井 県 看 護 連 盟 の
ホームページ随時アップ中

正 会 員

特別会員

賛助会員

学生会員

年会費

年会費

年会費

年会費

7 ,000 円
7 ,000 円
1 ,000 円
無 料

日本看護連盟　5,000 円：福井県看護連盟　2,000 円（看護協会会員である方）

正会員の経歴を有し未就業で看護協会会員でない方
看護連盟の主旨に賛同していただける方であれば、看護職の方でなくてもどなたでも
入会できます
看護師または准看護師の資格を得るために就学している看護学生で看護連盟の主旨に
賛同していただける方

平成 25年度　看護連盟会員募集平成 25年度　看護連盟会員募集

http://www.fukui-kangorenmei.comhttp://www.fukui-kangorenmei.com

お問い合わせ 事務局 TEL（0776）53-7654　FAX（0776）53-3553
E-mail: kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

事務局だより事務局だより

参議院
議員の力が

参議院
議員の力が

日本の
看護を元気にする !!日本の
看護を元気にする !!

石田昌
宏

石田昌
宏
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リーダー研修
日　時 平成 25 年 10 月 22 日（火）10:00 ～ 12:30
講　師 日本看護連盟幹事長　阿津 公子
会　場 福井県自治会館

一般会員研修
日　時 平成 26 年 3 月 1 日（土）　13:30 ～ 16:30
テーマ 「看護を魅力的に」（仮）～看護に果たした看護連盟の役割～
講　師 看護連盟会長　加藤 澄子
テーマ 「旅立ちの装い」
講　師 復元納棺師　笹原 留衣子
会　場 福井県自治会館

研　修　会　の　ご　案　内


