
だいじな、みらい。
つくりたい！

　秋色深みゆくこの頃、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　今号は、第25回参議院選の候補予定者である石田まさひろ議員について
特集しました。会員の皆様に、石田議員について知って頂くと共に、看護連盟
の活動への関心を高めて頂けたら幸いです。
　看護連盟ふくい34号発行にあたり、原稿をお寄せ頂きました方々に深く
お礼申し上げます。

発行日
２０１７年１１月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

～ 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 ～
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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

看護連盟入会のご案内看護連盟入会のご案内

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
平成30年度看護連盟会員募集

①日本看護連盟の会員アンケートに参加し、結果も閲覧しましょう。
②国会議員・県会議員・市会議員との集会に参加し、現場の声を届けましょう。
会員の声が法律を作り、制度を変えます。そんな力がみなさんにあります。

※今年の写真はサツマイモの心臓？です。
（石丸会長の家庭菜園作）

～日本看護連盟のホームページから声を届け制度を変えましょう～
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ご当選おめでとうございます第48回
衆議院選挙　

ご当選おめでとうございます
カンタ レンコ

あべ俊子先生
（5期目）

木村やよい先生
（2期目）



看護連盟に
寄せて

　　福井県看護協会会長

　　樋村　禎子
　2025 年を見据えて、平成 28 年 5 月に福井
県地域医療構想が策定されました。医療は、病
院完結型から地域で治し支える医療へと転換し
ます。福井県看護協会は、県民の看護・医療の
ニーズに応えるため、地域をはじめどの領域で
も活躍できる人材育成と看護職のネットワーク
の推進に取り組んでいます。
看護協会は、看護連盟の皆様と共に、看護職が
果たすべき目標を共に持ち、理解し、協働して
いきたいと思っています。看護連盟の皆様のご
協力をよろしくお願いします。

「石田まさひろを
応援する会」
の設置

　　　日本看護連盟会長

　　草間　朋子
　全国的に、猛暑が続き秋風が待ち遠しい毎日です。
　さて、去る 6 月 15 日の日本看護連盟の総会におきまして、
第 25 回参議院選の組織内候補予定者として、石田まさひろ
現参議院議員を満場一致で決定させていただきました。看護
政策の実現に向けて石田議員の活動をしっかり支援していく
ために、清水嘉与子顧問を会長にお願いし「石田まさひろを
応援する会」を設置いたしました。
　2025 年を目前に控え、「予防し・治し・支える医療」を中
心となって担っていくのは、看護職です。看護職が、患者さ
んたちの信頼を得つつ、明るく、楽しく役割を果たしていく
ためには、看護界が一丸となって、就労環境の改善等の山積
する課題を解決していかなければなりません。これらの課題
を看護政策として実現していくために、私たち連盟は、国会
議員の先生方をしっかり応援し、国会議員の先生方にはしっ
かり活動していただきましょう。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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会員の皆様の力を
信じます

　　福井県看護連盟会長

　石丸　美千代
　第 48 回衆議院議員選挙では阿部、木村先生が当選を果
たしました。福井県看護連盟会員の皆様一人一人の力が集
まってこその選挙戦でした。議員がゼロになった時何が起
きるか、看護の歴史で危機感として教わってきましたが、
まさに今回は崖っぷちの選挙戦でした。「勝ちました有り
難うございました」の一言です。平成 29 年度の日本看護
連盟総会では「石田まさひろ」参議院議員が次期参議院議
員立候補者として内定した事はご存じの事と思います。若
者が組織を感じる大変有意義な総会であり若者に期待を感
じる瞬間でした。福井県看護連盟総会では稲田議員もご出
席いただき、看護職議員が一番力を入れている、看護要員
不足問題や、給与の問題を応援するとのご発言もいただき
ました。看護の現場を現状より良くしていこうという気持
ちを強く持ち組織強化を図って参ります。



千里の道も
一歩から

　　　 衆議院議員

　　あべ　俊子
　福井県看護連盟の皆さま、いつも温かいご支援
をありがとうございます。
　第 193 回通常国会では看護職を取り巻く諸課
題、特に育児や介護等による夜勤の担い手不足や
診療報酬改定を見据えつつ、膨らみ続ける臨床で
の記録について積極的に取り組みました。それら
の取り組みが実を結ぶには時間を要するかもしれ
ませんが、千里の道は一歩からの精神で一つ一つ
の課題に対して引き続き丁寧に取り組んでまいる
所存です。
　今後も現場の皆さまの声をお聞かせくださいま
すようお願い申し上げます。

看護の視点「教育・
医療・福祉の連携」

　　　 衆議院議員

　　木村　弥生
　福井県看護連盟の皆さま、こんにちは。
初当選から 2 年半。看護の視点を軸にさまざまな
法案に関わってまいりました。ここまで来られた
のも、看護職の皆さまのご指導があってこそ。こ
れからも現場でいただいたご意見やご要望を政策
に反映し、今後は各地域での教育・医療・福祉の
連携した体制の構築にも力を注ぎます。
　京都三区（伏見区、長岡京市、向日市、大山崎
町）にご家族・親類・ご友人等がいらっしゃいま
したら、ぜひご紹介をお願いいたします。

女性医療職
エンパワメント
推進議連の創設

参議院議員

たかがい　恵美子
　霜降の候、福井県看護連盟の皆様におかれましては、
ますますご清祥のことと存じます。
　平素より、国民福祉の向上と看護政策の推進にご尽
力を賜り厚く御礼申し上げます。お陰様で、当選来一
貫して社会保障制度改革の重要な任にあたらせていた
だくとともに、一昨年秋より女性局長を 2 期務めさせ
ていただきました。先の参院選を経て、党所属女性国
会議員数は 43 名となり、地方議会においても女性議員
数が 493 名となりました。女性版ふるさと対話集会の
創設と全国展開、政治女子を育てる党政治塾「プレミ
アム・ウィメンズクラブ」の創設・開講、女性の健康
の包括的支援に関する法案成立への取り組み、女性医
療職エンパワメント推進議連の創設と、着実に政策提
言を進めています。
　これからも皆様と呼吸を合わせ、丁寧な仕事を心がけ
て参りますので、ひき続き、よろしくお願いいたします。

福井県看護連盟会員の皆様へ
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次期　参議院選の
組織内候補予定者に決定
参議院議員　  　　　　　　　  

石田　まさひろ
　福井県看護連盟の皆さま、日頃よりお力添えを賜りありが
とうございます。
　先に開催されました日本看護連盟通常総会において、組織
内候補予定者としての決定をいただきました。看護政策推進
の使命をいただいたものと、身の引き締まる思いでおります。
皆さまのお力で、参議院議員の重責をいただいてから四年が
経過し、看護師免許保持者の届出制の新設、認知症ケア加算
の新設、民間看護職紹介会社の適正化など、看護の現場をよ
りよくするための活動を積み上げてまいりました。
　これからも、職場環境の改善、基礎教育と卒後教育の連続
的充実、看護の社会的地位の向上など力強く推進し、全ての
看護職が「今日もよい看護ができてよかった！」と実感でき
るよう全力を尽くします。



～石田まさひろの3つの誓い～
「いい看護ができた」という職場の実感実現のために
①職場環境の改善
②看護職の自立
③社会的評価の底上げ

第25回　参議院議員選挙
　　組織内 候補予定者に内定

特集

尊敬する石本茂先生も過ごしていた福井県。伝統ある看護連盟の活動に敬意
を持っています。
少子高齢化の進展やAI等の科学技術の発展によって、社会はこれから大きく
変わります。看護も時代にあわせて大きく変わらなければなりません。だから
こそ看護のあり方を規定する制度をどんどん変えていかなければ、時代に取り
残されてしまいます。
そのための看護連盟。これからも一緒に活発な活動をしてまいりましょう。

　
学生のころ、私の父が単身赴任していましたので、そのころから何度も
行っている県です。まじめにコツコツと進んでいく人が多い印象があ
ります。永平寺があるからでしょうか・・・。やはり日本酒。「黒龍」とか
「梵」とか有名ですね。「黒龍　石田屋」は名前が同じだけに飲んでみた
いのですが、高すぎて手が届きません。

私が国会議員になることへの期待の言葉をいただきました。あらためて自分
の心を見つめ直すと、「看護の力で日本を元気にする！」を達成するために、
より大きな役割を果たしていきたい、現場で起きている課題や問題をより政
治の場で解決していきたい、という思いがあることに気が付いたのがきっか
けです。

　　　参議院：議員運営委員会理事、財政金融委員会理事、沖縄及び北方
　　　　　　　問題に関する特別委員長
　　　自民党：国会対策委員会副委員長、厚生労働部会副部会長、看護問
　　　　　　　題小委員会副委員長・事務局長、ネットメディア局次長、
　　　　　　　性的指向・性自認に関する特別委員会事務局次長
　　　議　連：看護問題対策議員連盟幹事、受動喫煙防止議員連盟事務局
　　　　　　　次長

Q1. プロフィール（主な経歴）

Q2.福井県の印象

Q3.政界を目指したきっかけは

大学時代に、当時の基礎看護学教室の見藤隆子
教授の授業を受け、看護に興味を持ち、看護学は
人間をどこまでも追求する学問だと知りました。
実習を通じ現場の奥深さの一端を感じ、看護師に
なりたいとの思いが深まりました。

Q4.看護師を目指したきっかけ社会復帰病棟に所属し、精神障害者の退院支援や地
域生活の支援を行い、看護が中心となって病棟や地
域の変革を経験しました。年間10人も退院しない病棟
が年に数百人退院する病棟に生まれ変わり、病院のそ
ばの地域に多くの精神障害者が地域の一員として暮
らすようになりました。この時のダイナミックな体験
は、日本の医療や福祉の未来を見通す時の実践的な
根拠となっています。

Q6.福井の会員に対するメッセージ

Q5.看護師時代の思い出やエピソード

この QR コードに携帯をかざ
して読み込んでくださいます
と石田昌宏メールマガジンの
登録画面につながります。
登録して頂くと、隔週の木曜
にメールが届きます。皆様是
非ご利用ください

男性看護師としての
初の国会議員

石田まさひろ 参議院議員石田まさひろ 参議院議員
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～石田まさひろの3つの誓い～
「いい看護ができた」という職場の実感実現のために
①職場環境の改善
②看護職の自立
③社会的評価の底上げ

第25回　参議院議員選挙
　　組織内 候補予定者に内定

特集

尊敬する石本茂先生も過ごしていた福井県。伝統ある看護連盟の活動に敬意
を持っています。
少子高齢化の進展やAI等の科学技術の発展によって、社会はこれから大きく
変わります。看護も時代にあわせて大きく変わらなければなりません。だから
こそ看護のあり方を規定する制度をどんどん変えていかなければ、時代に取り
残されてしまいます。
そのための看護連盟。これからも一緒に活発な活動をしてまいりましょう。

　
学生のころ、私の父が単身赴任していましたので、そのころから何度も
行っている県です。まじめにコツコツと進んでいく人が多い印象があ
ります。永平寺があるからでしょうか・・・。やはり日本酒。「黒龍」とか
「梵」とか有名ですね。「黒龍　石田屋」は名前が同じだけに飲んでみた
いのですが、高すぎて手が届きません。

私が国会議員になることへの期待の言葉をいただきました。あらためて自分
の心を見つめ直すと、「看護の力で日本を元気にする！」を達成するために、
より大きな役割を果たしていきたい、現場で起きている課題や問題をより政
治の場で解決していきたい、という思いがあることに気が付いたのがきっか
けです。

　　　参議院：議員運営委員会理事、財政金融委員会理事、沖縄及び北方
　　　　　　　問題に関する特別委員長
　　　自民党：国会対策委員会副委員長、厚生労働部会副部会長、看護問
　　　　　　　題小委員会副委員長・事務局長、ネットメディア局次長、
　　　　　　　性的指向・性自認に関する特別委員会事務局次長
　　　議　連：看護問題対策議員連盟幹事、受動喫煙防止議員連盟事務局
　　　　　　　次長

Q1. プロフィール（主な経歴）

Q2.福井県の印象

Q3.政界を目指したきっかけは

大学時代に、当時の基礎看護学教室の見藤隆子
教授の授業を受け、看護に興味を持ち、看護学は
人間をどこまでも追求する学問だと知りました。
実習を通じ現場の奥深さの一端を感じ、看護師に
なりたいとの思いが深まりました。

Q4.看護師を目指したきっかけ社会復帰病棟に所属し、精神障害者の退院支援や地
域生活の支援を行い、看護が中心となって病棟や地
域の変革を経験しました。年間10人も退院しない病棟
が年に数百人退院する病棟に生まれ変わり、病院のそ
ばの地域に多くの精神障害者が地域の一員として暮
らすようになりました。この時のダイナミックな体験
は、日本の医療や福祉の未来を見通す時の実践的な
根拠となっています。

Q6.福井の会員に対するメッセージ

Q5.看護師時代の思い出やエピソード

この QR コードに携帯をかざ
して読み込んでくださいます
と石田昌宏メールマガジンの
登録画面につながります。
登録して頂くと、隔週の木曜
にメールが届きます。皆様是
非ご利用ください

男性看護師としての
初の国会議員

石田まさひろ 参議院議員石田まさひろ 参議院議員
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　自由民主党福井県看護連盟に参加いただいている県議会議員の先生方の変更がありました。
　下記の通りです。
　医療現場・福祉、介護関係で働く看護師・保健師・助産師が議員さんと「会話集会」を開き必要な制
度を希望したり、使える給付金などを知る機会となります。
　今年は 12 月 1 日に意見交換会があります。その他のご希望をお聞かせ頂ければ幸いです。

「平成 30年度要望書提出」（平成 29年 9月）

福井県看護議員連盟について

各研修会の感想

福井第 1支部　山本紗世佳
　新人研修会に参加し看護連盟の
歴史や功績をお聞きし、看護師にとっ
て看護連盟は重要な存在であると学
ぶと同時に、その必要性を理解する
ことができました。そして、自分も
看護連盟の一員であるという自覚を
持つことができました。

　第 3 回東京バス研修に 44 名
が参加し、基礎研修では看護連
盟の大切さを学び、その後クイズ
形式で復習できました。防衛省見
学では国民を守る仕事が患者を守
る看護にも通じており共感するこ
とができました。又、国会議事堂
見学では政治の中心を間近に見る
事で連盟活動の必要性を改めて感じた研修でした。

小浜支部　三木三千代
　前日本看護協会　副会長　大久
保清子先生の講演が行われました。
　超高齢化、少子化の時代になり、
地域で支えあう医療・介護の政策が
行われています。
　「まれに入院。ほとんど在宅」が
実現可能となるよう、病気を抱え、
地域で支え、治す医療から支える医
療が当たり前
になるよう調
整力と看護実
践が大変重要
なことを痛感
しました。

福井第 1支部　尾崎こはる
　久常先生の看護教育・看護管理へ
の取り組みに尽くされたパワフルな
力が伝わってきました。また、「今の
我々に見合っているのか、他職種と
比べてどうであるか（保助看法は単
なる法律ではない）」等、新たな気
づきや勉強になりました。 

5/27 新人研修会

9/30 ポリナビ研修会（青年部研修） 10/19・20 東京バス研修

6/24 一般会員研修会 7/29 教育者・管理者研修会

役　職 氏　　　名 選挙区
会　長 斉　藤　新　緑 坂井市三国町

副会長 仲　倉　典　克 南条郡南越前町

副会長 大　森　哲　男 福井市

幹事長 田　村　康　夫 鯖江市

役　職 氏　　　名 選挙区
幹　事 松　井　拓　夫 勝山市

幹　事 小　堀　友　廣 三方上中郡若狭町

幹　事 力　野　　　豊 敦賀市

幹　事 長　田　光　広 福井市

１　地域包括ケアシステムの構築に向けた人材確保と育成強化
　　　新 1）中小規模病院看護管理能力向上支援　
　　　　　　アウトリーチ型看護管理能力向上支援　
　　　　 2）自治体保健師の系統的な現任教育体制の推進
　　　　３）訪問看護新規就業支援事業の継続　
２　看護の質の向上について
　　　　１）看護専門分野スキルアップ研修事業の継続
　　　　２）新人看護教育充実事業の継続

　今年度青年部研修会は貸切バスに
て「東海北陸ブロック　ポリナビ in
愛知」に参加しました。各支部の若
手会員を中心に総勢 45 名、楽しめ
る研修として参加しました。石田議
員らによる「在宅看護」の研修の他、
行き帰りのバス内では連盟に関するクイズを行うことで有意義
な研修となりました。

石田議員の委員会会議室にて

福井第 2 支部　津田　和美福井第 3 支部　大川　哲平



監　事
井上　安子

県幹事
井上　和子

県幹事
竹内　繁美

小浜支部長
大森 美代子

奥越支部長（幹事長兼務）
大崎　妙子

29年度福井県看護連盟 新役員紹介
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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

名誉会員おめでとうございます名誉会員おめでとうございます

 （平成 28年秋） （平成 28年秋）
吉川ゆき江 様

 （平成 29年春） （平成 29年春）
大森　貞 様

  （平成 28年秋）  （平成 28年秋）
大口　二美 様瑞宝単光賞 瑞宝単光賞 

佐藤美代子様が名誉会員に推挙承認されました

　平成 29 年 6 月15 日、日本看護連盟通常総会が開催され、福井県看護
連盟は 45 名で参加しました。会場の東京プリンンスホテル「鳳凰の間」に
は全国から看護連盟会員 1877 名が集まりました。自民党国会議員の先生
方からの祝辞、28 年度の活動報告、平成 29 年度の活動案まで、限られた
時間のなかで盛りだくさんの内容でした。
総会終了後に都道府県看護連盟会長・幹事長・支部長会議があり、「石田ま
さひろを応援する会」の会則、活動案が報告されました。
私は初めて通常総会に参加させていただきました。日本看護連盟の予算総
額が 10 億 3 千万円という金額に驚き、日本看護連盟の歌をはじめてききま
した。1 会員のときは連盟がどのような活動をおこなっているか知りませんで
した。総会に参加していろいろ勉強になりました。今後の支部活動に役立て
ていきたいと思います。ありがとうございました。

　石丸美千代会長の挨拶で始まり、来賓祝辞の後、前日本看護協会副会
長　大久保清子先生の「地域包括ケア時代看護職に求められる専門性」
をテーマに特別公演が行われました。
　総会は、平成 28 年度経過報告、平成 29 年度第 1 号議案から第 6 号
議案まで承認され、第 4 号議案においては、日本看護連盟通常総会にて
石田昌宏現参議院議員が組織内候補予定者に決定し、国政への目的達成
に向けて一致団結を！ということで承認されました。その後全員で連盟
の歌を斉唱し閉会しました。

日本看護連盟通常総会 平成 29 年 6 月 15 日（木）
会場：東京プリンスホテル 鳳凰の間 参加者：45 名

福井県看護連盟通常総会 平成 29 年６月 24 日（土）
会場：福井商工会議所 コンベンションホール 参加者：260 名

6/16 本部総会後会員研修会
（東洋羽毛見学）
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敦賀支部

小浜支部

坂井支部

福井第１支部

福井第２支部

福井第３支部

小浜支部小浜支部

奥越支部奥越支部

鯖江支部鯖江支部

武生支部武生支部

OB 会支部OB 会支部
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坂井支部
　　

坂井支部
　　

敦賀支部
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支 部 紹 介支 部 紹 介支 部 紹 介

OB会支部

会員数
174名

会員数
226名

会員数
176名

会員数
33名

会員数
165名

会員数
296名

会員数
1,154名

会員数
256名

平成29年度
福井県看護連盟

会員数

合計：4886名
平成29年9月5日現在

福井第 3支部長
前田　月美

小浜支部長
大森　美代子

敦賀支部長
岡田　恵子

OB 会支部長
佐藤　美代子

奥越支部長
大崎　妙子

坂井支部長
堀　喜代子

福井第２支部福井第２支部 会員数
1,784名

福井第 2支部長
津田　和美

福井第１支部福井第１支部 会員数
622名

福井第 1支部長
齋藤　みどり

武生支部長
良　貴子

鯖江支部長
前田　晴美

08 ＊看護連盟ふくい34

●福井県済生会病院
●福井県済生会訪問看護ステーション
●ケアホームさいせい
●財 ) 新田塚医療福祉センター　福井総合病院
●医 ) 新田塚医療福祉センター　福井病院
●財 ) 新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック
●福井医療大学
●新田塚訪問看護ステーション
●社会福祉法人白寿院　新田塚ハイツ
●社会福祉法人白寿院　新田塚ハウス
●新田塚介護相談センター
●福井北包括支援センター
●福井市医師会看護専門学校
●福井県庁
●福井県警察本部
●医療法人　穂仁会
●福井リハビリテーション病院
●医 ) 穂仁会　大滝病院
●医 ) 穂仁会　福井ケアセンター
●株 ) 仁愛ケアサービス　仁愛訪問看護センター・居宅介護支援事業所
●福井県労働衛生センター
●医療法人　慈豊会　田中病院
●医療法人福泉会　福井温泉病院
●ＪＡ福井県厚生連
●つくし野病院

●福井県立病院
●福井県立病院　地域医療連携室
●福井循環器病院
●医療法人　福井愛育病院
●社団法人　福井県看護協会
●福井県看護連盟
●福井県立看護専門学校
●福井県こども療育センター
●福井大学医学部附属病院
●福井大学医学部看護学科
●福井県立大学　看護福祉学科
●医療法人　健康会　嶋田病院
●訪問看護あさがおステーション
●あさがお在宅介護支援事業所
●医 ) 厚生会　グループホーム匠

●福井赤十字病院
●医 ) 厚生会　福井厚生病院
●福井健康福祉センター
●十全会　あすわクリニック
●訪問看護ひまわりステーション
●医）厚生会　介護事業部
●福井厚生病院介護保険相談センター
●福井中央在宅介護支援事業所
●福井東足羽包括支援センター
●特定医療法人さくら千寿会　さくら千寿病院
●訪問看護ステーションあったかホームひまわり
●こぱんだ訪問看護ステーション

●公立小浜病院
●公立若狭高等看護学院
●若狭高浜病院
●若狭健康福祉センター
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会員数
256名

平成29年度
福井県看護連盟

会員数

合計：4886名
平成29年9月5日現在

福井第 3支部長
前田　月美

小浜支部長
大森　美代子

敦賀支部長
岡田　恵子

OB 会支部長
佐藤　美代子

奥越支部長
大崎　妙子

坂井支部長
堀　喜代子

福井第２支部福井第２支部 会員数
1,784名

福井第 2支部長
津田　和美

福井第１支部福井第１支部 会員数
622名

福井第 1支部長
齋藤　みどり

武生支部長
良　貴子

鯖江支部長
前田　晴美
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●福井勝山総合病院
●奥越健康福祉センター
●福井県済生会　聖和園
●たけとう病院
●尾崎整形外科病院
●訪問看護さくらステーション
●さくら在宅介護支援事業所

●公立丹南病院
●木村病院
●鯖江リハビリテーション病院
●丹南健康福祉センター
●越前町国民健康保険織田病院
●はやしクリニック
●社会福祉法人　光道園
●斎藤病院

●医療法人　林病院
●訪問看護ステーション府中
●財団医療法人　中村病院
●武生看護専門学校
●丹南健康福祉ｾﾝﾀｰ　武生福祉保健部
●さわやか訪問看護ステーション

●個人会員
● OB 会特別会員

●市立敦賀病院
●二州健康福祉センター
●レイクヒルズ美方病院
●医療法人　敦賀温泉病院
●敦賀市健康管理センター
●敦賀市立看護大学

●坂井市立三国病院
●医療法人　博俊会　春江病院
●坂井健康福祉センター
●医）至捷会　木村病院



だいじな、みらい。
つくりたい！

　秋色深みゆくこの頃、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　今号は、第25回参議院選の候補予定者である石田まさひろ議員について
特集しました。会員の皆様に、石田議員について知って頂くと共に、看護連盟
の活動への関心を高めて頂けたら幸いです。
　看護連盟ふくい34号発行にあたり、原稿をお寄せ頂きました方々に深く
お礼申し上げます。

発行日
２０１７年１１月発行

発行者
福井県看護連盟
責任者 石丸 美千代
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会会館内 

～ 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 ～

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

看護連盟入会のご案内看護連盟入会のご案内

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
平成30年度看護連盟会員募集

①日本看護連盟の会員アンケートに参加し、結果も閲覧しましょう。
②国会議員・県会議員・市会議員との集会に参加し、現場の声を届けましょう。
会員の声が法律を作り、制度を変えます。そんな力がみなさんにあります。

※今年の写真はサツマイモの心臓？です。
（石丸会長の家庭菜園作）

～日本看護連盟のホームページから声を届け制度を変えましょう～

編集員 井上安子（県担当役員）、齊藤美智子、菅原紀子、近藤芳美、
　　　 木村和子、戸田紘世
編集員 井上安子（県担当役員）、斎藤美智子、菅原紀子、近藤芳美、
　　　 木村和子、戸田紘世
編集員 井上安子（県担当役員）、斎藤美智子、菅原紀子、近藤芳美、
　　　 木村和子、戸田紘世
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第48回
衆議院選挙　

ご当選おめでとうございます第48回
衆議院選挙　

ご当選おめでとうございます
カンタ レンコ

あべ俊子先生
（5期目）

木村やよい先生
（2期目）
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