
石丸会長の家庭菜園でとれた『なす』。
なんか手が2本ついていたので、ナースキャップをつけたら
「頑張るな～す」になりました。
看護協会1階の正面玄関で、皆様を応援してました。

編集員 伴安代（県幹事）／石田陽子／前田月美／加藤真弓
　　　 斉藤美智子／川出広宣／藤長真由美
編集員 伴安代（県幹事）／石田陽子／前田月美／加藤真弓
　　　 斉藤美智子／川出広宣／藤長真由美

　秋も深まり寒さも増してまいりましたが、会員の皆様は如何お過ごしでしょうか。
　今号は「基礎研修の推進」を特集しました。会員の皆様に連盟活動をより知っていただ
けると思います。今後とも御協力、御支援をお願い申し上げます。
　連盟ふくい発行に至り、原稿をお寄せ頂いた方々に深くお礼申し上げます。

発行日
２０１４年１０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

恐竜博物館
国際的な視野に立った恐竜化石研究の拠点です。世界的規模で研究情
報の研究情報の受発信を行う恐竜化石情報センター、大人から子供ま
で楽しめる博物館・体験学習も行えるフィールドミュージアムを兼ね
備えた施設です。恐竜の不思議と発見の感動がここにつまっています。

日本看護連盟のマスコット
キャラクターが誕生しました

カンタ レンコ

よろしく
お願いします！

ベッドサ
イドからベッドサ
イドから

政治
を変えるために

政治
を変えるために

3 13 1
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福井県看護連盟会長　　石丸　美千代

　福井県看護連盟会員の皆様には、日々の医療現場の中、ご活躍とご健勝をお
喜び申しあげます。また看護連盟活動にご協力いただき感謝いたします。
　この度、加藤澄子前会長より連盟会長をお引き受けしました石丸美千代です。
看護協会の役割は「看護の質」向上とすれば、看護連盟は「ベッドサイドの声」や、

「看護問題」を政策提言し、看護政策を普及宣伝する役割と選挙運動をとおし、
看護の問題を社会にアピールする役割と再確認いたしました。
　また、阿部先生、高階先生、石田先生が看護職の代表として、元気に、安心

して国政の場で活躍いただけるのも、会員の皆様のご支援の賜と感じています。
　新人も、中堅もＯＢも心一つにして、応援をお願いいたします。その熱い気持ちをお伝えする為に、７月
より、幹事長同伴で各施設を廻らせていただいています。現場の声は要望書として、国、県へ提案いたします。
　今年は地方活性化が必要なこの時代だからこそ、各ブロックでの活動を中心に事を進め、若い方々の政治
に対する関心をより高めていただく為に、青年部の活躍を期待した活動計画としております。成し遂げる為
には、皆様のご協力なしでは絶対できません。皆様のご協力を再度お願いいたしまして、ご挨拶といたします。
　最後に「有難うございます。感謝します」の「感謝思考」で日々頑張りましょう。

看護連盟会長就任にあたり

日本看護連盟　会長　　草間　朋子

　2025 年（2025 年問題）を目の前に控え、解決しなければならない看護に関
連した課題は山積しております。
　日本看護連盟、福井県看護連盟ともに平成 26 年度のスローガンとして標記
を掲げて、社会・時代のニーズに合った、すなわち国民目線に立った看護政策
の実現を目指して活動を続けております。
　「スローガン」は、連盟の活動の目的を簡潔に示したもので、実現に向けた
活動をしていかなければ単なるお題目になってしまいます。まず、実践の現場、

ベッドサイドから声を上げていただく必要があります。実践現場に横たわっているさまざまな看護に関する
問題を、「課題」として取り上げる「気づき」が大切です。日常の業務に追われ、忙しい毎日を過ごしてい
ると、ともすれば、問題であるということを認識する感性さえ鈍くなってしまいます。日本看護連盟には、「現
場の声」活用推進委員会を設置しております。この委員会に現場の声を届けていただき、組織として、改革
に向けての方策を立案し、国会議員の先生方の協力を得ながら実現していくという、ボトムアップのプロセ
スが現実的です。
　看護に関連した課題は、「勇気」と「気迫」をもって看護職自らが積極的に解決していかなければならな
いという認識・姿勢が、一人ひとりの看護職にも、組織にも求められていると思います。今回の保助看法の
改正（特定行為に関する看護師の研修制度）は、まさに、看護の教育現場から問題提起をし、看護協会、連
盟の力、国会議員の力を活用して実現した、看護界の連携・協力の賜物であると思っています。

「連盟ふくい 31 号」によせて
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福井県看護連盟前会長　　加藤　澄子

　就任以来四年間、会員の皆様には多大のご支援を賜り心から感謝申し上
げます。
　この間、協会・連盟の支持政党が民主党と自民党とに分かれた状況の中
ではありましたが、施設訪問をはじめ高階・石田両氏の選挙、会員の育成
等の活動に取り組んできました。お陰様で本県におきましては、自民党が
野党の時も会員が離れることはなく、私達役員を支えていただき大役を終
えることができました。心から御礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　終わりに連盟の発展をお祈りいたしまして退任のご挨拶にかえさせてい
　　　　　　　　　　　　ただきます。

退任のご挨拶

福井県看護協会会長　　樋村　禎子

　福井県看護連盟の皆様には、日々ご多用の中ご活躍の事と思います。石
丸美千代会長をはじめ会員の皆様には、多くのご支援をいただき厚くお礼
申し上げます。
　福井県看護協会は、看護の質の向上、看護職の働き続けられる環境づくり、
看護領域の開発・展開の３つの使命に基づき、公益社団法人として、健康
に関わる全ての領域で力を発揮し、地域の人々への安心・安全な看護の提
供を図ることを目的に活動を進めています。

　６月国会で「医療介護総合確保推進法」が成立しました。看護関連では、保健師助産師看護師法の
改正「特定行為に係る看護師の研修制度」、看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正「ナースセ
ンターへの届け出制度」が創設され、平成 27 年 10 月より開始されます。これにより、看護師の役割
拡大や看護職の潜在化の防止になることを期待しています。しかし、看護職の職場環境においては、
まだまだ厳しい現状にあります。看護連盟と連携し、対策を立て行動していくことが重要です。また、
これからの超高齢化・少子化社会の中、看護職として何ができるかを考え、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。
　看護連盟の皆様のご協力を今後ともよろしくお願いします。

「連盟ふくい 31 号」によせて



今後ますますのご活躍を期待いたします

04 ＊看護連盟ふくい31

衆議院議員　　あべ　俊子 様
　福井県看護連盟の皆様、いつも温かいお力添えを賜り心より感謝申し上げます。
　第 186 回通常国会も 6 月に無事閉会いたしました。私が所属する議院運営委員会や自民党
国会対策委員会、厚生労働委員会、外務委員会などの活動も活発に、法案の説明や整理、与野
党間の話し合いに取り組むなど国会運営に携わりつつ、週末は地元へ帰りできる限り皆さんと
の触れ合いを大切にしながら国会活動をしてまいりました。

　また国会の合間をぬって 4 月にはアメリカでの人口問題に関する会議出席、5 月、６月、7 月には中国、韓国
へ出張し議員外交をしてまいりました。
　今国会では、必要な法案を通し 10 年、20 年、それに続く 100 年後の日本のことをも考えた思いを込めながら、
次世代に送り継ぐ政策をつくりあげていきます。
　同時に、看護職の皆様お一人お一人が働きやすく、やりがいをもって看護できることを心から願い、皆様のお
声をお聞かせいただきながら、その実現に向けても引き続き精一杯取り組んでまいります。
　今後とも福井県看護連盟の皆様の温かく心強いお力添えを心よりお願い申し上げます。

参議院議員　　石田　昌宏 様
　福井県看護連盟の皆様、平素よりお力添えを賜りありがとうございます。
　秋の臨時国会が始まり、連日党内の様々な部会では平成 27 年度予算並びに今国会提出予定
の法案についての議論が活発に行われています。先の通常国会で成立した「医療介護総合確保
推進法」により、医療・介護関連予算の枠組みも大きく変わりました。必要な個所に適切な予
算となるよう、力を尽くしてゆきます。
　なお、機能分化が行われる新たな医療体制においてよりよいケアを提供するためには、地域

の医療機関のみならず、自治体や地域協力者の方々との連携が重要になってまいります。この大きな変革期に、新
たな医療提供体制を築き上げるため、看護連盟の皆様と力を合わせて進んでいきたいと思います。皆様が「今日も
いい看護ができた！」と実感し、輝きをもって看護を行うことができるよう国政の場で頑張ってまいりますので、
今後ともご支援くださいますようお願いいたします。

参議院議員　　高階　恵美子 様
　会員のみなさまにおかれましては平素より看護政策の推進にご尽力を賜り厚く御礼申し上
げます。
　現政権も誕生から 21 ヶ月となり、いよいよ公約の達成状況が問われる段階を迎えています。
先の国会では医療介護推進法が成立し、三党合意に基づく社会保障制度改革プロセスも着実
に歩を進めております。そしてこれからは私たち看護職能の適正評価と身分保障、近未来に

向けた看護職の新たな労働体系の構築についても、冷静かつ科学的な議論を展開していかなければなりません。
　また、昨年秋の国連演説で総理が「女性が輝ける国づくりを目指します」と世界に発信したメッセージは、私
たち看護職にも大きな勇気を与えています。
　これからも、たかがい恵美子は、社会保障を実現する最大規模のプロ集団として、生涯にわたり、看護職一人
一人が堂々と働き続けることができる環境づくりを進めて参ります。

国会議員だより

厚生労働政務官ご就任おめでとうございます

自由民主党 政務調査会長ご就任おめでとうございます

農林水産副大臣ご就任おめでとうございます

衆議院議員　　稲田　朋美 様



県幹事

内田　智美
県幹事

山内　良子
奥越支部長

堀明　朋美

小浜支部長
（敦賀支部長兼務）
岡田　恵子

OB 会支部長

佐藤　美代子

26年度　新役員紹介

 看護連盟ふくい31 ＊ 05

　6 月に福井商工会議所地下コンベンションホールで地下コンベン
ションホールで平成 26 年度福井県看護通常総会が開催されました。
4 月から働き始めて 3 ヶ月の新人看護師である私は、今回初めて参
加させていただきました。
　通常総会では、経過報告があり、審議事項の賛成多数によって可
決され、スムーズに進められていました。総会に参加することで、
看護連盟の取り組みであったり、看護連盟主催でさまざまな研修会
を行っていること、各支部ごとでも、定期的に行っている研修会や
活動の内容を知ることが出来ました。そして、看護連盟主催の新人
研修や支部での研修会等の活動に参加し、多くのことを学び、成長
していきたいと感じました。
　新旧役員の方々の挨拶があり、改めて会長をはじめ、支部長や看
護連盟を支えて頂いている方々の働きかけがあるからこそ、看護連盟の活動があることを強く感
じました。そして、最後の綱領・連盟歌斉唱により、さらに連盟会員の一致団結の漂う緊張感と
なり、通常総会は終了されました。

1. 看護職員の確保及び働き続けられる労働条件・環境の改善に
　対する支援
2. 地域包括ケアシステムの構築に向けた看護職員の人材確保
　対策と質の向上に対する支援
3. 看護の質の向上を図るための継続教育等に対する支援
4. 安全・安心な出産環境の整備に向けた助産師確保対策の強
　化への支援
　看護職が、病院や診療所などの施設および在宅生活を支え
る地域で、その機能を十分発揮できるよう、看護協会として
担うべき役割を果たすため、要望事項をとりまとめ、平成 27
年度予算の編成についてご検討くださるようお願いしました。

医療・介護従事者等の確保・養成・勤務環境改善のための
要望書提出 （平成26年9月）

福井県看護連盟通常総会 平成 26 年６月 28 日（土）13:00 〜
会場：福井商工会議所 コンベンションホール　参加者：320 名

左から樋村福井県看護協会長、石丸福井県看護連盟
会長、福井県議会議員田中敏幸氏、仲倉典克氏
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（平成 25 年 10 月〜平成 26 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年秋）

 （平成 25年秋）

 （平成 25年秋）

 （平成 25年秋）

 （平成 25年秋）

 （平成 25年秋）

青山　操 様
堀　鈴子 様
屋敷ひめお 様

（平成26年春）

（平成 26年春）

（平成 26年春）

（平成 26年春）

森下　清美 様
早川美津江 様瑞宝単光賞 瑞宝単光賞 

創立
55周年記念

受賞
おめでとう
ございます

会員表彰

永年勤続表彰

青木 秀子 様・宇随 芳子 様・鈴間 柳子 様
仁和 一枝 様・森國 のり子 様

平野 和恵 様
感謝状
自由民主党　福井県さつき会支部　支部長　近藤　勉 様

　早朝の電車で上京し、東京プリンスホテルに着いたのは昼近くでした。
会場には、47 都道府県から 2 千名ほどが集まり、熱気であふれていまし
た。
　石田昌宏先生が候補者として壇上であいさつをされた総決起大会、今
回は国会議員としてお忙しく活動をされているお姿を拝見することがで
き、まさに歴史の一場面に遭遇させて頂いているようで、感激しました。
阿部俊子先生、高階恵美子先生の国会議員としてのお話を聞き、看護問
題等の改善にご尽力くださっていることがわかりました。
　来賓祝辞では日本看護協会坂本すが会長が、看護連盟と看護協会が一
致団結しましょうということを力強く、発言されました。草間朋子会長
も更に組織強化を図ることを、かみしめるように話されました。
　休憩の後に創立 55 周年記念式典が行われました。福井県の長年看護連盟に貢献されてこられた対象者の名前が読み上
げられ、起立されますと、感謝の気持ちをこめて拍手を行いました。総会に参加させていただきありがとうございました。

日本看護連盟通常総会 平成 26 年 6 月 3 日
会場：東京プリンスホテル　鳳凰の間参加者：48 名

日　時 研修コース 参加者数 会　場 テ　　ー　　マ 講　　　師

10月1日（火） 管理者
研修 77 名 バードグリーン

ホテル 国会報告 参議院議員　石田　昌宏

10月23日（土） リーダー
研修Ⅱ 98 名 福井県自治会館

１．第 23 回参議院議員選挙報告
２．看護政策の実現に向けて
３．ワークショップ
　「現場の声を政策にどうつなげるか」

１．福井県看護連盟会長　加藤　澄子
２．日本看護連盟幹事長　阿津　公子

12月20日（金） 嶺南地区
研修会 29 名 市立敦賀病院 国会報告 参議院議員　石田　昌宏

3月2日（土） 一般会員 235 名 福井県自治会館 １．看護連盟の現状と課題
２．「旅立ちの装い」

１．福井県看護連盟会長　加藤　澄子
２．復元納棺師　笹原　留似子

6月３日（火）
一般会員

（本部総会
時）

48 名 東京にて 国政報告会 参議院議員　高階　恵美子
参議院議員　石田　昌宏

６月28日（土） 一般会員
( 県総会時） 319 名 福井商工会館 看護と政治

　～看護における政治の影響～ 看護連盟常任幹事　竹澤良子

5月31日（土） 新人研修 197 名 福井県自治会館
１　看護を魅力的に　
　　～看護に果たした連盟の役割～
２　元気な心で元気な毎日

福井県看護連盟会長　加藤　澄子

こころ元気研究所　鎌田　敏

8月30日(土） 青年部
研修 170 名 福井県自治会館

１　若者の力が政治を変える
２　グループワーク
　　～看護の夢を実現させよう～

参議院議員　高階　恵美子
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　ボランティア復元納棺師として、東日本大震災の被災地で、生後 10 日の赤ちゃ
んから 90 歳を超えるお年寄りまで約 300 人を見送られた活動のお話を中心にお
聞きしました。
　検死が済んで身元が確認された遺体は損傷が激しく、納棺の場で、遺族が故人
に触れ、口紅や頬紅を塗って最後の別れを告げるには、遺体を生前の姿に近づけ
る「復元」の作業の必要があるということです。単なる死化粧ではなく、ここに、
笹原先生の復元納棺師としての「技術」の素晴らしさがありました。保湿マッサー
ジにより硬直を解いて個人の血色を出し、色を使い表情を出していく。生前の笑
顔にした後、遺族も加わって化粧する。看取りとして故人に触れることで体温を
知り、火葬後体温を思い出す。
　この復元の場にも、笹原先生の「グリーフケア」の活動が根底にあると思いま
した。また、看護職として何よりも感銘を受けたのが、遺族に寄り添い元気づけ
たいという思いだけではなく、その思いを技術で実現していることです。
　笹原先生は「復元の現場は『死の世界』であり、生きるということに対して意
識する。事故や自殺など明日生きる補償はない。死の悲しみの中に思い出（良い
こと、悪いこと）がある。後悔や、大好きだからおこる悲しいという感情がある。
死から教えてくれることをしっかり受け止めると、生きる力に変わる。」と言われ、活躍の源を感じました。
　「三途の川」「最期の笑顔 (VTR)」など笑いや涙もあり、大変貴重な研修会に参加させていただきありがと
うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 山下　百合子

　平成 25 年 10 月より約半年に渡り、日本看護連盟の第４期政治アカデミーを受講してきました。政治ア
カデミーとは、講義や演習を通して、政治活動に必要な知識とスキルを身に
付けることを目的とします。私がこのアカデミーを志した理由は、昨年の石
田昌宏先生の選挙の際、看護にはまだまだ政治力が足りないこと、看護の未
来を支えるためには、もっと政治力を高めなければならないと痛感し、政治
に対して関心を持つようになりました。卒業生の中には、地域のリーダーと
して、また地方議員となって活躍されている方も多くいます。カリキュラム
の内容では、国会議員の阿部俊子先生、高階恵美子先生、石田昌宏先生をは
じめ、日本看護連盟会長、日本看護協会会長、看護連盟所属の県議会議員の方達からの大変貴重な講座を受
けることができました。
　講座を通して、政治の必要性、選挙意識の向上、投票行動の啓発、現場の問題提言などに積極的に取り組み、
地方における政治力の向上を目指したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 里　裕 一

平成 25 年度　リーダー研修に参加して

平成 25 年度　一般会員研修「旅立ちの装い」に参加して

平成 25 年 日本看護連盟 第４期政治アカデミーに参加して

　私たちの代表として石田昌宏先生を応援しました。石田昌宏先生が現場の声を聞
き私たちの現状をよく理解していただき、なんとかしたい !　と立ち上がってくだ
さったと思えたからです。同僚や家族にも一票をお願いしました。そして当選され、
大変嬉しく思いました。しかし、第 23 回参議院選挙の結果、連盟支部の掲げた目
標数 5100 票に対して 3644 票、福井県の投票率は 50%でした。 福井県看護連盟会
長の声は低く・重かったです。国政に対する関心の薄さが浮き彫りにされました。「看
護の現場を良くしたいなら制度を変えていくことが先決であり、政策決定の場で発
言できる代表を送り込むことが不可欠である、そして議会の意思決定は多数決であ
り看護を知る仲間が必要である」と日本看護連盟幹事長からご講義頂きました。また、
石本茂先生はじめ看護師の代表が次々と国会に出たことで夜間看護手当の大幅アッ
プがあった、看護職員配置基準が引き上げられた等、これまでの成果をお聞きしま
した。先生方が取り組んでいる事を同僚に伝え、若い人にもっと関心を持ってもら
いたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原　和代



基礎研修の 推進基礎研修の 推進
届けよう現場の声

一般会員研修

新人研修

青年部研修

平成 26年度　10月～3月までの主な研修予定

関心の種をまこう

　研修コース 　　　　　　　　テ　　ー　　マ　　・　講　　　師 日　時 会　場 対象者数

管理者・
教育者研修

看護連盟との出会い 
　 ～看護連盟活動の必要性～

日本看護連盟会長　草間　朋子

10 月 17 日
（金）

福井商工
会議所

100 名～
150 名

リーダー
研修Ⅰ

１看護における連盟の役割
　福井県看護連盟会長　石丸　美千代

２中堅看護師のビジネススキル
　～若手看護師を生かす・伸ばす・育てる～

西武文理大学看護学部客員教授　北浦　暁子

12 月 6 日
（土）

福井県
自治会館

100 名～
150 名

日時：平成 26 年 5 月 31 日（土）
会場：福井県自治会館
講師：こころの元気研究所　鎌田　敏 氏

　私は今回研修会に参加させていただいて、一番印象に残っていること
は、「丸の上に一本線を書いてください」という質問です。私が思って
いた答えと、その場にいた別の方の答えの中には、想像もしていなかっ
た答え方がいくつもありました。このように、自分はこの質問の内容で
相手に伝わっていると思っても、相手の受け止め方は様々なのだと改め
て分かりました。今後、患者さんや職場のスタッフと関わっていく中で、
自分が話したことや説明した内容が、自分の思っている通りに相手に伝
わっていると思い込まずに、きちんと理解されたか確認すべきだと思い
ました。今回の研修で学んだことを今後の仕事で活かしていきたいと思
います。

酒井　千香子
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基礎研修の 推進基礎研修の 推進
届けよう現場の声

一般会員研修

新人研修

青年部研修

平成 26年度　10月～3月までの主な研修予定

関心の種をまこう

　研修コース 　　　　　　　　テ　　ー　　マ　　・　講　　　師 日　時 会　場 対象者数

リーダー
研修Ⅱ

１福井県看護連盟について
　福井県看護連盟会長　石丸　美千代

２看護連盟の現状と課題
  　～看護連盟副会長を通して見えたこと～

大島　敏子

2 月７日
（土）

福井県
自治会館 100 名

一般研修

１看護連盟活動の必要性について
　福井県看護連盟会長　石丸　美千代

２　be happy なチーム医療
　  ～住み慣れた場所で、自分らしく生きてゆく～

オレンジホームケアクリニック代表　紅谷　浩之

2 月 28 日
（土）

福井県
自治会館

200 名～
300 名

日時：平成 26 年 8 月 30 日（土）
会場：福井県自治会館
講師：参議院議員　高階恵美子 氏

　今回の研修での学びは、自分を含め多くの看護師が色々な悩
みをもち、未来に期待できず業務をこなしていることである。
その悩みを解消するためには、政治という世界に一人でも多く
の仲間（看護職）を、送り届ける必要があることを学んだ。
　参議院議員高階恵美子先生の講義をうけ、現場で働く仲間・
看護職を目指すこれからの仲間のために「現場の声」を政界に
届けたいという思いが強く感じられた。また、その後のグルー
プワークにおいては、様々な現場で働く看護師が時間外労働、
家庭と仕事の両立、患者クレーム対応等、自分と同じような悩
みを持ちながら頑張っていることに共感することができた。
　まだまだ、政治と看護は遠い関係に思われるが、研修をとお
して政治と看護のつながりを重要視しなくてはいけないと理解
した。微弱ではあるが研修をうけた一人一人が学びを職場に伝
えて、私たちが抱えている悩み、問題を政治の世界で頑張って
いる代表者に訴えて解決していく必要があると強く感じた。

坂本　顕

日時：平成 26 年 6 月 28 日（土）
会場：福井商工会議所　コンベンションホール
講師：日本看護連盟　幹事　竹澤良子

　今回の講演を聴き、看護連盟の方々をはじめ、
議員の方やさまざまな専門職の多くの方々の働
きかけにより、私たち看護師が働きやすくなっ
ていることを感じました。
　新人看護師である私と同時期に看護を学び、
看護師国家試験のために頑張ってきた者が、豪
雪のために受験できなかった者も追加受験でき
るようにと、看護連盟は大臣に要請を出した。
これまでの看護連盟による議員の支援や国政へ
の働きかけが実となっているからこそ、要請に
よって議員を動かし、第 103 回看護師国家試験
の追加を行うことができたことを知った。「大
事なことは、政策や提言を国や地方に申し出を
する場合は、組織の立ち位置や何を大事にする
かの価値観が大きく左右する。」と話されてい
た。私は新人ではあるが、よりよい看護のため
に、政治を動かしていく看護連盟の会員のひと
りであること、看護協会の政策等に関心を持ち
ながら、臨床の場で起きている看護の問題を自
分なりに考えていきたい。

土田　真知子
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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

　今年のテーマは『顔が見える協力体勢』
です。
　昨年の選挙活動では、役員が所属する
病院以外の病院や訪問看護ステーション
と密接に関わることが出来ませんでし
た。その反省を踏まえ今年は顔合わせ
DVD 視聴会や DVD 研修を実施していく
予定です。

坂井支部坂井支部 支部長　堀　喜代子

　坂井支部として会員の増員はもちろん
のこと、各施設において看護連盟の果た
す役割についての研修をしています。
　看護の質向上に向けての研修、「ベッ
ドサイドから政治を変える」DVD 鑑賞
の集合研修を行い、理解を深めています。

武生支部武生支部 支部長　福田　弥生 青年部青年部 青年部代表　里　裕一
　武生支部は、越前市と南越前町からな
る会員約 170名の支部です。
　武生支部の活動として、支部の役員や
会員が所属している病院において「ベッ
ドサイドから政治を変える」のＤＶＤ鑑
賞を行いました。
　今後も、なぜ看護職の代表を国会に送
らないといけないかという事を、若い会
員にも知ってもらえるように広く伝えて
いきたいと思います。

　一人でも多くの若い世代が政治に関心
を持ち、看護連盟の活動の理解、協力が
得られるように、ポリナビワークショッ
プなどの研修を開催しています。
　今年は参議院議員高階恵美子先生を迎
え、若者の力が政治を変えるという講演
を開催し、またグループワークでは、看
護の夢を実現させようという内容で、話
し合いました。

福井第２支部福井第２支部 支部長　清水　敬子

　福井第二支部は、会員数が一番多く公的病院か
ら中核病院など地域における役割が異なる様々な
施設が所属しています。
　地域におけるそれぞれの役割を担い、働き続け
られる環境、やりがいを感じられる職場で有り続
ける事が出来るように、現場からの声を国政に届
けていきたいと思っています。
　そのためにも、会員一人一人、団体としての連
盟活動が大切と感じています。
研修等を通じて、活動の必要性を理解し、参加していけるように取り組んでいきます。

奥越支部奥越支部 支部長　堀明　朋美

　奥越支部では、各施設にてミニ研修会
を実施中です。ミニ研修会により、一人
でも多くの会員の方に連盟の役割や、私
たちの代表を国政の場に送り出すことの
重要性を認識していただけたらと思って
います。今後も、研修会、基礎研修を通
じて、看護連盟及び連盟活動に理解を深
め、会員の増加に繋げていきたいと考え
ています。

敦賀支部敦賀支部 支部長　岡田　恵子

　支部活動としては「ベッドサイドから
政治を変える！」というスローガンのも
と、新人オリエンテーションの中で必ず
看護連盟の成立ちとその役割について研
修をしています。特に今年度は基礎研修
の充実に力を入れています。そのため、
リーダー研修で連盟活動への理解を深
め、情報の共有をしています。その後、
リーダー研修受講者は、各部署で基礎研
修を行い、連盟活動の必要性を会員に広
めています。

福井第３支部福井第３支部 支部長　表　真由美

　各支部役員同士の連絡網を活用し、各
施設役員への連携をはかり、DVD を活
用した基礎研修を開始しています。
　今後、看護政策実現のために研修会等
で連盟の役割・活動等を分かりやすくお
伝えできるように取り組んでいきたいと
思います。

鯖江支部鯖江支部 支部長　上坂　由理子

　鯖江支部の今年度の目標は、基礎研修
参加率を 80％達成することです。DVD
や資料を使って少しずつ理解してもら
い、会員を増やせるように頑張りたいと
思います。また、他施設との連携を図り、
連盟の組織の強化にも努めていきたいと
思います。

小浜支部小浜支部 支部長　岡田　恵子

　昨年 7 月の参議院選挙では、会員の
皆様が一致団結し石田昌弘参議院議員を
国政に送り出すことができました。
今後も連盟の活動に、より一層の理解と
協力を得るために研修会等を通じて支部
活動に取り組んでいきたいと思います。

OB会支部OB会支部 支部長　佐藤　美代子

　この度OB会支部支部長を未熟ながら、
させていただくことになりました。先輩
方々は、選挙に対して社会的にも広く、
熱意、活動方法に対して多くの知識をお
持ちの方々です。その中で、如何なる活
発な活動が出来るように、人とヒトの輪
をもって楽しく活動ができるように、努
力をして参ります。さらに今年は会員増
加につなげていきます。

会員数：616名 会員数：283名

会員数：1,620名

会員数：1,160名

会員数：151名

会員数：177名

会員数：203名

会員数：181名

会員数：236名

（特別会員 17名）
会員数：29名

平成 2６年度
福井県看護連盟 合計：4,656名

会員数

平成 26年 9月 30日現在
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福井第１支部福井第１支部 支部長　吉川　利矢子

　今年のテーマは『顔が見える協力体勢』
です。
　昨年の選挙活動では、役員が所属する
病院以外の病院や訪問看護ステーション
と密接に関わることが出来ませんでし
た。その反省を踏まえ今年は顔合わせ
DVD 視聴会や DVD 研修を実施していく
予定です。

坂井支部坂井支部 支部長　堀　喜代子

　坂井支部として会員の増員はもちろん
のこと、各施設において看護連盟の果た
す役割についての研修をしています。
　看護の質向上に向けての研修、「ベッ
ドサイドから政治を変える」DVD 鑑賞
の集合研修を行い、理解を深めています。

武生支部武生支部 支部長　福田　弥生 青年部青年部 青年部代表　里　裕一
　武生支部は、越前市と南越前町からな
る会員約 170名の支部です。
　武生支部の活動として、支部の役員や
会員が所属している病院において「ベッ
ドサイドから政治を変える」のＤＶＤ鑑
賞を行いました。
　今後も、なぜ看護職の代表を国会に送
らないといけないかという事を、若い会
員にも知ってもらえるように広く伝えて
いきたいと思います。

　一人でも多くの若い世代が政治に関心
を持ち、看護連盟の活動の理解、協力が
得られるように、ポリナビワークショッ
プなどの研修を開催しています。
　今年は参議院議員高階恵美子先生を迎
え、若者の力が政治を変えるという講演
を開催し、またグループワークでは、看
護の夢を実現させようという内容で、話
し合いました。

福井第２支部福井第２支部 支部長　清水　敬子

　福井第二支部は、会員数が一番多く公的病院か
ら中核病院など地域における役割が異なる様々な
施設が所属しています。
　地域におけるそれぞれの役割を担い、働き続け
られる環境、やりがいを感じられる職場で有り続
ける事が出来るように、現場からの声を国政に届
けていきたいと思っています。
　そのためにも、会員一人一人、団体としての連
盟活動が大切と感じています。
研修等を通じて、活動の必要性を理解し、参加していけるように取り組んでいきます。

奥越支部奥越支部 支部長　堀明　朋美

　奥越支部では、各施設にてミニ研修会
を実施中です。ミニ研修会により、一人
でも多くの会員の方に連盟の役割や、私
たちの代表を国政の場に送り出すことの
重要性を認識していただけたらと思って
います。今後も、研修会、基礎研修を通
じて、看護連盟及び連盟活動に理解を深
め、会員の増加に繋げていきたいと考え
ています。

敦賀支部敦賀支部 支部長　岡田　恵子

　支部活動としては「ベッドサイドから
政治を変える！」というスローガンのも
と、新人オリエンテーションの中で必ず
看護連盟の成立ちとその役割について研
修をしています。特に今年度は基礎研修
の充実に力を入れています。そのため、
リーダー研修で連盟活動への理解を深
め、情報の共有をしています。その後、
リーダー研修受講者は、各部署で基礎研
修を行い、連盟活動の必要性を会員に広
めています。

福井第３支部福井第３支部 支部長　表　真由美

　各支部役員同士の連絡網を活用し、各
施設役員への連携をはかり、DVD を活
用した基礎研修を開始しています。
　今後、看護政策実現のために研修会等
で連盟の役割・活動等を分かりやすくお
伝えできるように取り組んでいきたいと
思います。

鯖江支部鯖江支部 支部長　上坂　由理子

　鯖江支部の今年度の目標は、基礎研修
参加率を 80％達成することです。DVD
や資料を使って少しずつ理解してもら
い、会員を増やせるように頑張りたいと
思います。また、他施設との連携を図り、
連盟の組織の強化にも努めていきたいと
思います。

小浜支部小浜支部 支部長　岡田　恵子

　昨年 7 月の参議院選挙では、会員の
皆様が一致団結し石田昌弘参議院議員を
国政に送り出すことができました。
今後も連盟の活動に、より一層の理解と
協力を得るために研修会等を通じて支部
活動に取り組んでいきたいと思います。

OB会支部OB会支部 支部長　佐藤　美代子

　この度OB会支部支部長を未熟ながら、
させていただくことになりました。先輩
方々は、選挙に対して社会的にも広く、
熱意、活動方法に対して多くの知識をお
持ちの方々です。その中で、如何なる活
発な活動が出来るように、人とヒトの輪
をもって楽しく活動ができるように、努
力をして参ります。さらに今年は会員増
加につなげていきます。

会員数：616名 会員数：283名

会員数：1,620名

会員数：1,160名

会員数：151名

会員数：177名

会員数：203名

会員数：181名

会員数：236名

（特別会員 17名）
会員数：29名

平成 2６年度
福井県看護連盟 合計：4,656名

会員数

平成 26年 9月 30日現在
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石丸会長の家庭菜園でとれた『なす』。
なんか手が2本ついていたので、ナースキャップをつけたら
「頑張るな～す」になりました。
看護協会1階の正面玄関で、皆様を応援してました。

編集員 伴安代（県幹事）／石田陽子／前田月美／加藤真弓
　　　 斉藤美智子／川出広宣／藤長真由美
編集員 伴安代（県幹事）／石田陽子／前田月美／加藤真弓
　　　 斉藤美智子／川出広宣／藤長真由美

　秋も深まり寒さも増してまいりましたが、会員の皆様は如何お過ごしでしょうか。
　今号は「基礎研修の推進」を特集しました。会員の皆様に連盟活動をより知っていただ
けると思います。今後とも御協力、御支援をお願い申し上げます。
　連盟ふくい発行に至り、原稿をお寄せ頂いた方々に深くお礼申し上げます。

発行日
２０１４年１０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

恐竜博物館
国際的な視野に立った恐竜化石研究の拠点です。世界的規模で研究情
報の研究情報の受発信を行う恐竜化石情報センター、大人から子供ま
で楽しめる博物館・体験学習も行えるフィールドミュージアムを兼ね
備えた施設です。恐竜の不思議と発見の感動がここにつまっています。

日本看護連盟のマスコット
キャラクターが誕生しました

カンタ レンコ

よろしく
お願いします！

ベッドサ
イドからベッドサ
イドから

政治
を変えるために

政治
を変えるために
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