
［ ］1第 83号

［発行所］

愛媛県看護連盟
松山市道後町2丁目11-14
 TEL（089）923-1595

発行責任者　植岡 道玄

League communication EHIME

ご　挨　拶

　今夏も例年通り暑さは厳しいものがありました。しかし昨年と違ったことは、節電節電

で何となく暗い照明、冷房の低位設定など原発事故の影響でしょうか日本全国でもこの風

潮が当たり前のようになりました。何よりも農作物、家畜等へのセシウム汚染で食の安全

が危ぶまれることなど、今までには経験のない出来事でした。あれから半年を過ぎてなお、

復興の進展が未だに見られず不自由な生活を余儀なくされている方々を思うとお慰めの言

葉もありません。

　さて、わが県の看護連盟も２年後の参議院選を睨んで役員・リーダー会、基礎研修、新

規会員研修、ポリナビワークショップなど盛り沢山の活動計画を予定しています。皆様の

ご参加を期待しております。次期参議院議員選については議員定数削減もありうることか

ら、全国では25万票以上を、わが県では６０００票を目標として、各支部には目標達成数

を決めさせて頂いています。

　日本看護協会の求める政策実現のためには私達の代表を国政に送り、「看護と政治」はど

うしても切り離せないことがあることを会員の皆様には是非ご理解を頂きたいと思います。

　今国会で頑張っているあべ俊子、髙階恵美子先生の国政活動ニュース、報告では随時連

盟通信えひめにも掲載しております。

今後の協会・連盟の連携については一

層の進展があるものと期待しています

が、いずれにしても看護職の代表を早

急に選出しなければなりません。協会・

連盟が一丸となって次期選挙に頑張り

ましょう。

　まだまだ残暑厳しい中、体調にはく

れぐれもご自愛ください。

会　長　植岡 道玄

連盟通信えひめ
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たかがい恵美子の活動報告たかがい恵美子の活動報告たかがい恵美子の活動報告

あべ俊子国政活動ニュースあべ俊子国政活動ニュースあべ俊子国政活動ニュース

　苛酷な被災生活の中で子どもたちは、緊張の面持
ちで忙しく働く大人たちを気遣いながら暮らしてい
ます。その心の中には、恐怖・不安・怒り・悲しみな
どの様々な苦悩が閉じ込められています。通常であ
れば、伸び伸び遊びながら成長していく大切な時期
なのですが、いまはそれが思うようにできません。
子どものための、適切な育ちの環境が確保できなく
なっているのです。子どもたちが、これから葛藤や
不安を上手に統制しながら周囲の環境に適応する能
力を身につけていくためには、いつも温かく見守ら
れている空間のなかで、安心してくつろげる時間を
過ごすことが必要です。被災地の子どもたちはいま、
その成長の途中で、年齢には不相応な負担を強いら
れながら暮らしています。このような劣悪な環境を
改善し、一刻も早く適切な養育・教育が確保される
よう子どもの育ちに着目した取り組みを強化するこ

最近の主な出来事
6/14㈫ 日本看護協会専任役員会で挨拶
 岡山県看護連盟国会見学（27名）
 鳥取県看護連盟国会見学（５名）
 平成23年度日本看護連盟通常総会
 「あべ俊子政策研究会」
 　平成23年度国政報告会（in 東京プリンス）
 　　参加者数約1,200人（事務所報告）
 衆議院厚生労働委員会

「障害者虐待防止法、母体保護法等の一部
改正」について

6/15㈭ 秋田県・岩手県看護連盟国会見学（45名）
 奈良県看護連盟国会見学（9名）
 島根県看護連盟国会見学（16名）
 宮崎県看護連盟国会見学（17名）
6/17㈮ 長野県飯田病院にて講演

とが、いっそう重要となってきています。
　そこで、私は、生活の身近な場に緑を届け、その
成長の軌跡を観察できる機会を提供することによっ
て、命についてともに考えるきっかけづくりを穏や
かに進めようとする“風興（かぜおこし）プロジェク
ト”を企画し、震災からちょうど３か月経過した６
月11日に本プロジェクトを始動。早速12～13日に宮
城県内の介護老人保健施設、避難所、大崎市役所等
を訪問しました。つる性植物（ゴーヤ）の苗、花の種
と併せて、私が「ミュージカル・葉っぱのフレディ」
サポーターであるご縁から、2011国際森林年子ども
大使を務めるフレディーズ（「葉っぱのフレディ」
キャスト）も一緒に同行頂き、歌と笑顔で被災者を
元気づけてくれました。
　日々成長する苗を目にし、いのちの慈しみと復興
に向けた希望を少しでも持っていただければという
思いを込めて、施設の皆さんと一緒に苗を植えてま
いりました。

“風
かぜ

興
おこし

プロジェクト”始動

いのち・くらし
いちばん！！

あべ俊子

6/18㈯ 群馬県看護連盟通常総会にて講演
 　～医療・看護・福祉の未来～
6/19㈰ 鳥取県看護連盟
 　ポリナビワークショップ in 鳥取
 　～看護の未来を創るために～
 　震災における看護職議員の活動、
 　看護と政治の繋がりの重要性について
6/21㈫ 「児童買春・児童ポルノ防止禁止法」勉強会

国政報告会（飯田市医師会館） ご地元の宮下一郎先生が応援にかけ    
つけてくださいました！
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　去る６月14日、東京で開催された日本看護連盟通常総会に初めて出席させていただきました。看護師に
なって十数年経ちましたが、恥ずかしいことに、これまで看護連盟の目的や重要性について十分理解出来て
いませんでした。また、看護連盟がどのような活動をし、どのような成果を得ているのか、あまり関心もあ
りませんでした。
　しかし今年、支部幹事長という大役を仰せつかり、看護連盟について理解していなければ責務を果たすこ
とができないと考え、前向きな気持ちで参加し、理解を深める第一歩とさせていただきました。
　総会で先ず感じたことは、出席している会員の方々の熱気です。皆さんが自分の役割・責任を果たそうと
活動している姿勢や、看護をよくしようとする熱い思いがひしひしと伝わってきました。
　もう一つ感動したことは、私達の代表である髙階議員や阿部議員の国政報告などを直接拝聴する機会に恵
まれたことです。マスコミ報道や連盟機関誌などでは十分知ることができなかった議員さんたちの使命感・
熱い思いを肌で感じるとともに、国民や看護界のために様々な活動をし、大変なご努力をされていることを
知ることができ、お二人を誇りに思い、頼もしくも思いました。
　総会で感じたことや看護連盟の目的・重要性などを支部会員に伝え、一丸となって連盟活動が続けられる
ように頑張りたいとの決意を新たにしました。

　私は、今年初めて看護連盟通常総会に参加させて頂きました。今までは政治に興味はなく、まして医療と
政治が関係性を持っていることなど意識していませんでした。
　しかし、今回の総会を通して政治に関心を持ち、運営参加の重要性を感じることができました。それは、
看護学校を卒業した後も新人教育として継続した看護技術や看護記録の書き方など、一からじっくりと学ば
させて頂けていることです。入職して１・２か月だけでなく１年を通して新人教育プログラムが作成されてい
ました。こうして安心して現場で働いていけるのも今まで看護連盟の方々が働きやすい環境作りのために努
力してくださったことだと知ることができました。
　新米看護師の私はまだまだ未熟ですが、患者さんに安全で心地よいケアの提供ができるよう、日々自己研
磨に励みながら、どのように行動していけば、より良い医療現場が形成できるのか、普段から考えて行動して
いきたいと思います。大きな政治的改革は自分の思
いや、努力だけでは簡単に変わることができません。
時代の変遷と共に働きやすい環境作りのためにも医
療現場で働いている私達が現状を把握し表出するこ
と、医療現場を網羅している代弁者を国政に送り出
し、行政に理解してもらうことが大切になると思い
ます。今後も現場で働きながら、医療がますます発
展していけるよう、政治に関心を持ち活動の輪に参
加していきたいと思います。

日本看護連盟通常総会に出席して
松山ベテル病院　川久保 亜紀

愛媛県看護連盟通常総会に出席して
県立新居浜病院　森田 久美
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愛媛県看護連盟支部配置図

愛媛県立子ども療育センター
愛媛県立中央病院
NTT西日本松山病院
松山笠置記念心臓血管病院他

愛媛県立医療技術大学
愛媛大学大学院医学系研究科
看護学専攻
河原医療大学校
松山看護専門学校
松山赤十字看護専門学校

愛媛県立今治病院
済生会今治病院　 他

西条中央病院
済生会西条病院
村上記念病院　他

愛媛県立新居浜病院
愛媛労災病院
十全総合病院
住友別子病院　他

市立宇和島病院
鬼北町立北宇和病院
旭川荘南愛媛病院
宇和島徳洲会病院　他

市立大洲病院
大洲中央病院
市立八幡浜総合病院
西予市立野村病院
西予市立宇和病院
市立吉田病院　他

宇和島社会保険病院
愛媛県立南宇和病院
市立津島病院

愛媛大学医学部附属病院
国立病院機構四国がんセンター
国立病院機構愛媛病院
松山リハビリテーション病院
南 高 井 病 院

済生会松山病院
松山市民病院

松山ベテル病院
ベテル関連施設

和ホスピタル
北 条 病 院
松山記念病院　他

奥 島 病 院
道後温泉病院
松山城東病院　他

松山赤十字病院
赤十字関連施設

中予第一支部

看護教育支部

西条支部

中予第七支部

中予第二支部

中予第三支部

中予第四支部

中予第五支部

中予第六支部

南予第一支部

南予第二支部

南予第三支部

今治支部

新居浜支部
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若手の会　組織図

　この度、中予第七支部の支部長を務めさせていただくことになりました南高井病院の西岡愛弓です。
　当支部は松山リハビリテーション病院、南高井病院、愛媛大学医学部附属病院、四国がんセンター、愛媛
病院で構成された支部となっております。私たちの支部は、公立の施設を除き、「看護連盟」とは何をする組
織なのかということを、まだ十分知らない看護職が多いと感じています。一人でも多くの看護職に「看護連
盟」の活動を知っていただき、自分たちの今があるのも諸先輩方の努力があってこそであること、今自分たち
は後世に引き継ぐためにも看護職の代表を国政の場に送り出す必要があること、等の基礎研修に重点をおい
て各施設単位の強化を図っていきたいと考えています。
　看護職の地位向上・環境を改善するには政治の力が必要であることを、一緒に勉強していきながら、一人で
も多くの看護職員に会員になっていただけるように関わっていけたらと思います。ご助言、ご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

「中予第七支部が誕生しました」
よろしくお願いします。

中予第七支部 支部長　西岡 愛弓

支　部　名 新支部長 旧支部長

南予第一支部 福　本　節　子 内　舛　眞知子
南予第二支部 楠　　　多佳子 鈴　木　文　江

支部長交代

若手役員

三谷ちひろ
東予ブロック長

若手役員

若　　　　　手　　　　　会　　　　　員

西山　素子

榮　　洋介

濱本　　光

中予ブロック長

会　長

副会長

若手役員

土居　泰典
南予ブロック長 ポリナビ愛媛

開催決定

11月19日㈯
いよてつ会館5階
クリスタルホール

お知らせ
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編集
後記

看護連盟入会のご案内
看護連盟の目的

看護連盟の活動

年　会　費

看護協会の目的達成のために必要な政治活動を行い、あわせて国民の健康と
福祉の向上に寄与することを目的とする。

看護職の政治力強化に関する活動

看護職組織代表の国政進出と支援に関する活動

8,000円
（内訳　日本看護連盟：5,000円　愛媛県看護連盟：3,000円）

残暑御見舞申し上げます。なでしこジャパンの優勝は全世界をあっといわせる快挙でした。４月
に中予地区に新支部が立ち上がり、全部で14支部となりました。
連盟活動もなでしこのように益々発展するものと期待しています。広報委員も３名が新メンバー
となり新たな気持ちで取り組んでいきたいと思います。御協力よろしくお願いします。
 広報委員：大野・大河・池田（新）・大北（新）・山﨑（新）　　担当：有請・政岡

一人の会員が連盟を知らない一人を誘って会員の輪をひろげ、
明るく楽しい活動をすすめましょう

　皆さん、宇和島牛鬼祭りをご存じですか？７月22
日～24日の３日間は、ガイヤカーニバル・宇和島お
どり・牛鬼パレード・花火大会・走り込みなど南予地
方最大の夏祭りです。

　当院は、2009年の新病院移転後より市立宇和島病
院として走り込みの山車を出してきました。３年目
の今年は、看護部の山車を出すことができ、宇和島
おどりにも参加して祭りで大いに盛り上がったので
紹介します。
　宇和島おどりでは、浴衣を50着新調して61名が参
加しました。看護師だけでなく他職種の参加で艶や
かな踊りを披露しました。走り込みでは、初めての

看護部の山
車にテーマ
「華」のも
と、各病棟
が知恵と工
夫を凝らし、
パネルで飾
り付けを行
いました。思った以上に力作揃いだったので、コン
テスト形式にして投票を行い、上位２部署に賞品を
進呈しました。当日は男性群の力を借りて「わっしょ
い、わっしょい」山車を引き、練り歩きました。み
んなの一致団結した力は、今後の組織の強化にも繋
がると共に、職員全員で熱い夏祭りの達成感を味わ
うことができました。
　宇和島牛鬼祭りが終わると本格的な夏です。この
暑い夏を乗りこえ、来年の宇和島牛鬼祭りに……。
　♪♪いっぺん来さいや　おいでなせ　それ
　　　宇和島よいとこ　おいでなせ♪♪

市立宇和島病院
副看護部長　土居 洋子

宇和島牛鬼祭り
ちょっといい話


