研修会のお知らせ
研修会
若手会員研修
（新人研修）

日 時

会

平成23年3月5日㈯
13：30〜16：00

平成23年1月15日発行

場

内

演題：
「働き続けられる職場つくり」
〜ワークライフバランス〜
講師：天心堂へつぎ病院 前看護部長 小川三代子
天心堂へつぎ病院 看 護 科 長 甲斐 清美

看護研修センター
2Ｆ 第2研修室

平成２３年度連盟会員を募集しています!!
連盟会費
連盟会費7,500
7,500円
円

日本看護連盟
日本看護連盟
会費
会費5,000
5,000円
円

大分県看護連盟
大分県看護連盟
会費
会費2,500
2,500円
円
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年会費
年会費
7,500
7,500円
円

◆賛助会員1,000円 ◆学生会員募集中（会費無料）

ベッドサイドからの声を国政へ。
あなたの入会をお待ちしています。

●平成２３年3月末に、新会
館へ引越します。４月よ
り、住所・電話番号が変
更されます。

ことしもよろしくおねがいいたします

●詳細は、後日文書、ホー
ムページ等でお知らせ
いたします。

【入会のお問い合わせ先】大分県看護連盟事務局
TEL
（097）537-1335 FAX（097）538-8051

快適な眠りと、上質の安らぎをお届けする東洋羽毛の羽毛布団
東洋羽毛の商品は国内自社工場で丁寧に仕上げています。ふっくらと温かで、優しい寝心地。
品質の違いをぜひ実感して下さい。

編 集 後 記
新年おめでとうございます。
昨年は髙階先生を国政に送ることがで
き、私達の団結力・組織力・底力を大き
く世間に示すことができたと思います。
専門職として誇りを持ち、今年は髙階
先生に現場の声を届け、医療保健福祉
の向上のために共に頑張りましょう。

ご贈答には、
丸大食品の
ハム・ソーセージの
詰合せをどうぞ。
丸大食品株式会社
九州特販営業課

豊後二見が浦の日の出

目

福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋673-8

広報委員一同

ＴＥＬ 092-621-2121 ＦＡＸ 092-621-2122
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新年のごあいさつ

2011年の新年を迎えて

大分県看護連盟会長

安東 和代

みなさまには、佳き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年中は何かとお世話になり、心よりお礼申し上げます。
先の参議院議員選挙では、政権交代した厳しい中、みなさま方のお力で髙階恵美子参議院
議員を上位で誕生させることができました。
ご支援に心より感謝申し上げます。
ありがとうございま
した。一票一票を積み重ねた看護職の力を再認識し、看護職であることを誇りに思った瞬間で
した。
今、
「特定看護師（仮称）
の制度化・法制化」、
「看護職の労働条件の改善」、
「訪問看護の
推進」等が重要な看護政策にあがっています。
これらの政策を実現するためには、国政の場に
おいて議員が発言することが必要で、髙階恵美子参議院議員の活動が始まっています。
これか
らも、我々看護職の代表である髙階先生が十分な活動ができますよう支援していかねばと思っ
ています。
看護協会との関係に関しましては、新しい時代に対応するために、協会連盟が一体となり、看
護職の組織力をより強めることができるよう、良好な関係を築いていく必要があると思っています。
一昨年から設置されている
「看護連盟組織のあり方検討委員会」
で、看護連盟の組織、活動等、
今後のあり方について検討がされています。
この先に何が起こるかは予測不可能な現状のなかでは、 看護は一つ という信念をしっかりと
もち、
しなやかな対応が必要ではないかと思います。
みなさまと力を合わせ、 自信と誇り をもって看護できることを目指して、前進していきたいと思
います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

参議院議員

髙階恵美子

大分県看護連盟の皆様に、謹んで初春のお慶びを申し上げます。
トラの夏は 熱く燃え 看護職の信念が見事に結実した年でした。皆様の揺らぎのない情熱に
支えられ、予想を超える大波・荒波・突風をも乗り越えて、ともに新しい歩み創めができたのだ
という喜びを、一層噛み締めている次第です。
この間のご尽力に対しまして、改めて衷心より感
謝を申し上げます。
今年、たかがいは年女（としおんな）です。
「物事の始まりはすべて現場にあり」
この感覚を忘
れず、
これからも皆様とともにある参議院議員として、
ウサギの如く駆け巡る所存です。
普く事を聴き、
真髄を射る努力を尽くし。
大きく躍進する！
これからも引き続き、熱い看護の心で、変わらぬご指導ご助力を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

新年のごあいさつ

衆議院議員

阿部 俊子

大分県看護連盟の皆様、新年あけましておめでとうございます。
いつも温かいご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
昨年の参院選では皆様の多大なるご尽力のおかげさまで、たかがい恵美子議員という心強
い同士を得ることができました。現在、党内の看護問題小委員会の副委員長の職をたかがい議
員と務め、国会議員の先生方とともに看護問題に関する様々な検討を重ねています。
また２期目を迎えた昨年は、様々な委員会で質問させて頂く機会が増え、国会会期中は毎週
委員会質問に追われる忙しい一年となりました。
しかしながらいたずらに批判や争いをするだけ
の野党ではなく、必要な法案は修正案として可決するなど政治と政局とを切り分け、国民生活の
安定を第一に考える野党として行動しています。
忙しい時ほど常に国民の立場に立って考えることを忘れずに、そして看護職の皆さんに現場
が良い方に変わったと少しでも実感して頂けるように、今年も精一杯取り組んでまいる所存です。
どうか本年も皆様のお声をお聞かせ頂き、
ご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

新年のご挨拶

日本看護連盟会長

清水嘉与子

昨年は、政権交代後の初の国政選挙となった参議院選挙で、皆様のご協力により、見事な成
績で髙階恵美子参議院議員を誕生させることができました。
日本看護連盟にとってもリフォーム
連盟の成果が 6 年かけて実った喜ばしい年でした。
世界に先駆けて長寿国家になったものの、高齢者が安心して老後を送れるかというと、年金、
医療、福祉等々日本の社会保障制度の足元がおぼつかなくなってきています。国民の健康不安
解消のために、医療や看護、介護の政策は今日の最重要政治課題であることに間違いはありま
せん。医療技術の発展はかなりの医療機器を装着していても在宅で療養生活をすることを可能
にしている上に、在院期間短縮の医療政策が進められています。在宅看取りの看護も需要が高
まることでしょう。在宅ケアの中でも中心となるべきは何といっても看護職です。
これまであまりにも
医療機関に看護師を集中させてきた看護政策の大きな見直しが求められる時代になりました。
こ
うした時期に私たちが衆参両院に看護職を送り出しているということは素晴らしいことです。阿
部俊子衆議院議員、髙階恵美子参議院議員には看護職の専門的能力や技術がいかに高齢
社会に貢献できるかしっかり提言していただきたいものです。看護連盟はさらにしっかりとした組
織作りに向けて活動を続けてまいります。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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新年のごあいさつ

大分県看護協会会長

松原 啓子

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆さまには健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は参議院選挙で、
たかがい恵美子氏が上位当選され、日本中の看護界に勇気と力を与えていただきました。国会
でのご活躍を期待を込めて応援しております。
大分県看護協会は、 1）看護の質向上 2）働き続けられる魅力ある職場づくりの強化
3）看護領域の開発展開 4）療養生活を支える訪問看護の推進と安定的なサービス提供体制
の確保 5）県民の保健・医療・福祉の発信拠点としての大分県看護研修会館の建設を重
点事業に掲げ、日々努力しています。看護連盟の協力とご支援を大いに期待しています。今年
は、看護研修会館の完成も3 月と間近に控え保健・医療・福祉の発信拠点としての役割が担
えるように努力したいと思います。会員の皆さまには、干支の
「うさぎ」
のように
「飛躍の年」
となりま
すように祈念しております。
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国東・杵築・日出地区支部

支部長

河野かよ子

会員の皆さん、明けましておめでとうございます。
昨年の参議院選では、皆さんからの絶大なるご支援を頂き、おかげで髙階さんを国政の場へ
送ることができました。有難うございました。紙上を借りてお礼を申し上げます。
当支部の会員数は
２５９名です。今年も会員増への取り組みはもちろんですが、会員としてのプライドと充実感をもっ
て活動していただける会員さんが増加するように支部役員５名と共に努力して参りたいと思いま
す。今年もご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

河野

栄子
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竹田・豊後大野地区支部

支部長

加峰マチ子

別府地区支部

支部長

大分県看護連盟

新年の曙光万感の慶びを申し上げます。
昨年は、地区支部の活動を｢たかがい恵美子｣参議院議員実現のため、皆様と必死になって
戦ってきた一年でした。
当選の喜びを共有でき充実した年でした。
今年は支部組織６年、会員およびＯＢの方の理解も熟成し活動の飛躍的な展開、基礎研修受
講の完全実施等に積極的な取り組みの一年にしたいと思います。今後とも皆様のご理解、ご協力
をお願い致します。

豊後高田･宇佐･中津地区支部

明けましておめでとうございます。
昨年は、参議院選挙で髙階恵美子議員が上位で初当選を果たすことが出来ました。
これも皆
様方の御支援、御協力のおかげと感謝しております。本当に有難うございました。厚くお礼申し上
げます。支部と致しまして、今年度も連盟の組織強化に力を入れ、政治意識を高めるために基礎
研修を行い、会員数を一人でも増やし、連盟活動を理解していただきたいと思います。各々施設と
して何かとご苦労はあろうかと思いますが、
支部として頑張りますのでよろしくお願い致します。

支部長

髙橋

京子

あけましておめでとうございます。
昨年の「たかがい選挙」で看護政策の場となる貴重な議席を守ることができ、
ひと安堵、皆さま
と喜びを共にし、
迎春できました。
中央における｢組織のあり方検討委員会」の今後の方向づけに関心を寄せながら支部として
着実な組織強化に努めねばなりません。
干支の卯にあやかって、
若い世代の会員が弾みながら存在をアピールして欲しいと願っていま
す。
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

大分北部地区支部

支部長

式田

公枝

皆さん、
明けましておめでとうございます。
今回の選挙では、看護職が結束すれば、何でもできるという自信と看護職の自立を感じることが
できたことと思います。 私自身も、皆さんの活動を誇りに思うと共に、何か胸にほっこりとした温もり
を感じる年明けを迎えることができました。有難うございました。 今はしばらく喜びにひたりながら、
今後は、看護連盟のことや、看護職の代表としてたかがい恵美子議員が国会で活動される様子
に注目していきましょう。

玖珠・日田地区支部

支部長

古賀ゆかり
大分北部第２地区支部

支部長

田辺美智子

明けましておめでとうございます。
施設支部を創設して早や１年半が経ちました。
昨年の選挙では、たかがいさんの当選に向け、
そして偉大なる有田様の思いを何としてでも叶えたいと職員が一丸となって活動した年でした。
そ
の目標が果たせた今年は、支部として連盟活動の基盤をどのように整えていくか考えていかなけ
ればなりません。今年も支部役員や職員の協力を得て活動していきたいと思います。
皆様のご指導をお願い致します。

大分南部地区支部

支部長

宮﨑

豊子

臼津・佐伯地区支部

支部長

セブンイレブンの投票日、開票が始まるやテレビの前にくぎ付け状態。
早々に幹事長さんよりたかがいさん当選確実の連絡を頂き、舞い上がる気持ちを抑えられず、
支部役員６名に一斉メールをした。
「やったあー｣｢こんなに開票結果を待ったのは初めて｣｢上位
当選でよかった」返事はさまざまだが｢基礎研修｣に始まり｢票固め｣までの活動がなつかしく思い
出された。
日本看護連盟はブレず看護職の代表を出し続けることに意義ありを合い言葉に｢ホッ
プ・ステップ・ジャンプ」
の熱伝道の原理で勝利を得た。

髙野

洋美

支部長

古賀

孝子
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新年あけましておめでとうございます。
昨年７月１１日の第２２回参議院選挙では、髙階先生が看護職の代表として、上位で初当選を
果たしました。
たかがい恵美子候補とは、ホップ･ステップとして県内をまわられた折、多くの会員の皆様が集
会に参加され、
直にお会いできました。
また、告示後は会員の皆様が、期日前投票や当日の投票の声掛けをお互いにされ団結できたこ
とが、
うれしい結果に表れたものと感謝申し上げます。
これから政界でのご活躍を応援し、
注目していきましょう。

由布地区支部

大分南部第２地区支部
新年明けましておめでとうございます。昨年の第２２回参議院選挙におきましては、皆様の多大
なる御支援を頂き、たかがい恵美子参議院議員誕生を実現できました。候補擁立後、短期間のう
ちに政権交代や看護協会との問題等、当初予想もしなかった厳しい状況の中で、看護の未来に
高い志をもった組織代表の上位当選を誇りに思います。
二重三重のしがらみの中での、たかがい
候補への御支援を感謝申し上げます。
当選後、喧騒の政界の中で颯爽と政界デビューし、目標に
向けて政治活動を開始された、たかがい議員に微力ながら現場の声を届ける役割を果たしたい
と思います。
今年も御協力・御支援をお願い申し上げます｡

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は、第２２回参議院議員選挙におきまして多くの皆様方にご支援いただきありがとうござい
ました。安東会長の指揮の下、前回の反省を活かし全支部が一丸となり活動し、その結果が表れ
た選挙となりました。
少子高齢化がすすむ現在、看護職が働く環境は非常に厳しく、
また、求められる役割は拡大し
ています。
この厳しい状況の中で、一人でも多くの看護の道を志した仲間が看護を続けられるよう、
今年も地道に努力したいと思います。
皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

支部長

加藤ふみ子

新年あけましておめでとうございます。
お健やかに良き初春をお迎えのことと思います。
昨年の参議院選挙では皆様には本当にはお世話になりありがとうございました。
勝因は
「看護はひとつの旗のもと」
でぶれなかった日本看護連盟、大分県看護連盟の団結が実
を結んだ結果と思います。
ご支援を心から感謝しております。振り返りますと、選挙活動に向けた
ホップ・ステップ・ジャンプの行動や、若手会員の
「ポリナビワークショップ in 湯布院」
を由布地区
支部で開催できたことは会員の皆様の連携と団結力をより深く図れたと思います。
今年度は看護の代表である髙階恵美子先生が国政の場で看護の政策実現に向けてのびの
びとご活躍していただけるように応援していきたいと思っています。
そのためにも由布地区支部の組織力の強化をより一層図っていきたいと思いますのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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国東・杵築・日出地区支部

支部長

河野かよ子

会員の皆さん、明けましておめでとうございます。
昨年の参議院選では、皆さんからの絶大なるご支援を頂き、おかげで髙階さんを国政の場へ
送ることができました。有難うございました。紙上を借りてお礼を申し上げます。
当支部の会員数は
２５９名です。今年も会員増への取り組みはもちろんですが、会員としてのプライドと充実感をもっ
て活動していただける会員さんが増加するように支部役員５名と共に努力して参りたいと思いま
す。今年もご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

河野

栄子
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竹田・豊後大野地区支部

支部長

加峰マチ子

別府地区支部

支部長

大分県看護連盟

新年の曙光万感の慶びを申し上げます。
昨年は、地区支部の活動を｢たかがい恵美子｣参議院議員実現のため、皆様と必死になって
戦ってきた一年でした。
当選の喜びを共有でき充実した年でした。
今年は支部組織６年、会員およびＯＢの方の理解も熟成し活動の飛躍的な展開、基礎研修受
講の完全実施等に積極的な取り組みの一年にしたいと思います。今後とも皆様のご理解、ご協力
をお願い致します。

豊後高田･宇佐･中津地区支部

明けましておめでとうございます。
昨年は、参議院選挙で髙階恵美子議員が上位で初当選を果たすことが出来ました。
これも皆
様方の御支援、御協力のおかげと感謝しております。本当に有難うございました。厚くお礼申し上
げます。支部と致しまして、今年度も連盟の組織強化に力を入れ、政治意識を高めるために基礎
研修を行い、会員数を一人でも増やし、連盟活動を理解していただきたいと思います。各々施設と
して何かとご苦労はあろうかと思いますが、
支部として頑張りますのでよろしくお願い致します。

支部長

髙橋

京子

あけましておめでとうございます。
昨年の「たかがい選挙」で看護政策の場となる貴重な議席を守ることができ、
ひと安堵、皆さま
と喜びを共にし、
迎春できました。
中央における｢組織のあり方検討委員会」の今後の方向づけに関心を寄せながら支部として
着実な組織強化に努めねばなりません。
干支の卯にあやかって、
若い世代の会員が弾みながら存在をアピールして欲しいと願っていま
す。
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

大分北部地区支部

支部長

式田

公枝

皆さん、
明けましておめでとうございます。
今回の選挙では、看護職が結束すれば、何でもできるという自信と看護職の自立を感じることが
できたことと思います。 私自身も、皆さんの活動を誇りに思うと共に、何か胸にほっこりとした温もり
を感じる年明けを迎えることができました。有難うございました。 今はしばらく喜びにひたりながら、
今後は、看護連盟のことや、看護職の代表としてたかがい恵美子議員が国会で活動される様子
に注目していきましょう。

玖珠・日田地区支部

支部長

古賀ゆかり
大分北部第２地区支部

支部長

田辺美智子

明けましておめでとうございます。
施設支部を創設して早や１年半が経ちました。
昨年の選挙では、たかがいさんの当選に向け、
そして偉大なる有田様の思いを何としてでも叶えたいと職員が一丸となって活動した年でした。
そ
の目標が果たせた今年は、支部として連盟活動の基盤をどのように整えていくか考えていかなけ
ればなりません。今年も支部役員や職員の協力を得て活動していきたいと思います。
皆様のご指導をお願い致します。

大分南部地区支部

支部長

宮﨑

豊子

臼津・佐伯地区支部

支部長

セブンイレブンの投票日、開票が始まるやテレビの前にくぎ付け状態。
早々に幹事長さんよりたかがいさん当選確実の連絡を頂き、舞い上がる気持ちを抑えられず、
支部役員６名に一斉メールをした。
「やったあー｣｢こんなに開票結果を待ったのは初めて｣｢上位
当選でよかった」返事はさまざまだが｢基礎研修｣に始まり｢票固め｣までの活動がなつかしく思い
出された。
日本看護連盟はブレず看護職の代表を出し続けることに意義ありを合い言葉に｢ホッ
プ・ステップ・ジャンプ」
の熱伝道の原理で勝利を得た。

髙野

洋美

支部長

古賀

孝子
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新年あけましておめでとうございます。
昨年７月１１日の第２２回参議院選挙では、髙階先生が看護職の代表として、上位で初当選を
果たしました。
たかがい恵美子候補とは、ホップ･ステップとして県内をまわられた折、多くの会員の皆様が集
会に参加され、
直にお会いできました。
また、告示後は会員の皆様が、期日前投票や当日の投票の声掛けをお互いにされ団結できたこ
とが、
うれしい結果に表れたものと感謝申し上げます。
これから政界でのご活躍を応援し、
注目していきましょう。

由布地区支部

大分南部第２地区支部
新年明けましておめでとうございます。昨年の第２２回参議院選挙におきましては、皆様の多大
なる御支援を頂き、たかがい恵美子参議院議員誕生を実現できました。候補擁立後、短期間のう
ちに政権交代や看護協会との問題等、当初予想もしなかった厳しい状況の中で、看護の未来に
高い志をもった組織代表の上位当選を誇りに思います。
二重三重のしがらみの中での、たかがい
候補への御支援を感謝申し上げます。
当選後、喧騒の政界の中で颯爽と政界デビューし、目標に
向けて政治活動を開始された、たかがい議員に微力ながら現場の声を届ける役割を果たしたい
と思います。
今年も御協力・御支援をお願い申し上げます｡

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は、第２２回参議院議員選挙におきまして多くの皆様方にご支援いただきありがとうござい
ました。安東会長の指揮の下、前回の反省を活かし全支部が一丸となり活動し、その結果が表れ
た選挙となりました。
少子高齢化がすすむ現在、看護職が働く環境は非常に厳しく、
また、求められる役割は拡大し
ています。
この厳しい状況の中で、一人でも多くの看護の道を志した仲間が看護を続けられるよう、
今年も地道に努力したいと思います。
皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

支部長

加藤ふみ子

新年あけましておめでとうございます。
お健やかに良き初春をお迎えのことと思います。
昨年の参議院選挙では皆様には本当にはお世話になりありがとうございました。
勝因は
「看護はひとつの旗のもと」
でぶれなかった日本看護連盟、大分県看護連盟の団結が実
を結んだ結果と思います。
ご支援を心から感謝しております。振り返りますと、選挙活動に向けた
ホップ・ステップ・ジャンプの行動や、若手会員の
「ポリナビワークショップ in 湯布院」
を由布地区
支部で開催できたことは会員の皆様の連携と団結力をより深く図れたと思います。
今年度は看護の代表である髙階恵美子先生が国政の場で看護の政策実現に向けてのびの
びとご活躍していただけるように応援していきたいと思っています。
そのためにも由布地区支部の組織力の強化をより一層図っていきたいと思いますのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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大分県看護連盟

しじま

南野先生、
長年にわたり看護職のためにご尽力いただきましてありがとうございます。重ねて
旭日大綬章の受賞おめでとうございます。
平成２２年１１月１３日、
ホテルオークラ東京「平安の間」で、
日本看護協会、
日本看護連盟他
看護関係団体が発起人となり、
約６５０名の参加のもとに開催されました。
会場の大画面には先生の足跡が次々に写し出され、
看護学校生活、
イギリス留学に始まり、
国政に携わった３期１８年間の活躍、
特に法務大臣・内閣府特命担当大臣としての重責を全う
されたことが紹介されました。
つづいて、
無形文化財「木遣り連」の方々に先導され、
濃淡のピンクのロングドレスをまとった
先生が登壇すると、
割れんばかりの拍手に包まれました。
来賓の方々の祝辞、
祝電披露、
記念品･花束の贈呈が行われ、
南野先生が感謝とお礼のこ
とばを述べられました。
国民の健康と福祉の向上を目指し、
「振り向けばそこに友がいた」の先生のことばのように、
看護職でなければ成し得なかった足跡を国内はもとより、
国外においても鮮明にのこされました。
いつまでも日本･世界のお母さんであり続けてくださることをお願い致します。
先生の更なるご
活躍を祈念申し上げます。

平成 ４年
平成１０年
平成１３年
平成１６年
〃

７月
７月
５月
７月
９月

平成１７年 ２月
平成１８年１２月
平成２０年 ３月
平成２２年７月２５日
平成２２年１１月

参議院議員
（比例代表）当選（Ⅰ期）
参議院議員
（比例代表）当選（Ⅱ期）
厚生労働副大臣に
参議院議員
（比例代表）当選（Ⅲ期）
法務大臣･内閣府特命担当大臣
（青少年育成及び少子化対策担当）
に就任
ヘルシー・ソサエティ・アワード授賞
モンゴル保健省名誉賞受賞
クロアチア共和国より受勲
勇退
旭日大綬章受章

平成１６年９月２７日 第２次小泉内閣発足

謹啓
日ごとに寒さが加わってまいり

私儀

ましたが 益々御健勝のこととお慶び申

し上げます
さて

このたびはからずも秋の叙勲に際しまし

早速ご丁重な御祝意を賜わり御厚情

て旭日大綬章受章の栄に浴しましたとこ

ろ

誠に有難く衷心より御礼申し上げます

十一月五日宮中におきまして天皇陛下
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より勲章と有難いお言葉を賜り 内閣総

理大臣より勲記を拝受いたしました

これもひとえに皆々様の長年にわたる

具

ご支援のたまものと深く感謝いたしてお

ります

敬

子

今後とも何卒変わらぬご支援とご懇情

惠

を賜りますようお願い申し上げます

知

まずは略儀ながら書中をもちまして謹

んで御礼申し上げます

の

野

平成二十二年十一月吉日

のお

南

勲記

勲章
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静かなひとときに七十四年間の人生を想う

国立鹿児島病院附属看護学校卒業
大阪大学医学部附属助産婦学校卒業
大阪厚生年金病院勤務後、昭和３８年より３年間イギリスに留学
帰国後、病院勤務を経て、看護大学教授などを歴行

●平成２２年１１月１３日、ホテルオークラ東京｢平安の間」 第１副会長 板屋文恵

懇親会で集合写真

いつも友に恵まれし人生︑
ありがたいと思う

≪南野先生の経歴≫
昭和１０年１１月１４日 旧満州チチハル生まれ

「南野知惠子先生 感謝の集い 〜旭日大綬章受章を祝う会〜」に出席して

お祝いを述べる清水会長と髙階議員

親授式叙勲の前の静寂得て
走馬灯廻る人生の妙

３期１８年間 看護職の代表として活躍

南野知惠子先生
旭日大綬章受章 おめでとうございます

クロアチア共和国駐日大使からのメッセージが届けられた。
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来し方をふりかえれば友常にあり
旭日大綬章は友との宝

あけましておめでとうございます。
昨年は、格別に、皆様方のご支援をいただき有難うございました。
有田先生の旅立ちには、皆様方が、心一つにして、お見送りくださいましたことが、悲しい中にも、皆様方への感謝
でいっぱいです。
今でも旅立たれたお姿の有田先生と、最後にお話できたことなど、思い出されます。
日赤看護大学
における偲ぶ会でも先生の遺徳が語られました。
昨年は奇しくも私の議員退任と重なりました。私の出馬から、３期１８年の長きをお見守りいただけたことは感謝で
あります。
そして、その間、連盟会員、協会、後援会の方々のあたたかいご支援いただきました多くのご厚情に、心より
感謝申し上げます。
寅年に感謝を、卯年にこの一年のおつき合いを頼みながら、今年目標にしたい｢ウ｣を探しました。｢宇」度量を広げ、
｢有」有為に事をなし、
｢優｣ゆたかに、
しとやかにと欲張ってみました。
｢右」
は、座右の銘、
今年も、泣こよっかひっ飛べの心を大切にしようかなと思っております。 政治の風向きを見守りながら、たかがい
議員、
あべ議員の活動の場に光が当たることを祈っています。
｢皆に謝す 秋宮中の親授式
旭日大綬章 受く我は みとりめ」
前参議院議員 南野知惠子

平成23年1月15日

平成23年1月15日
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を賜りますようお願い申し上げます

知

まずは略儀ながら書中をもちまして謹

んで御礼申し上げます

の

野

平成二十二年十一月吉日

のお

南

勲記

勲章

・6・
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平成22年度全国会長・幹事長・支部長合同会議
幹事長 糸永 和代
平成２２年９月４日
（土）東京プリンスホテル 2Ｆ
「鳳凰の間」
に於いて開催、大分県より１３名の出席を含め総勢８００名が参加しました。
清水会長より髙階恵美子参議院議員誕生の喜びと、２１０,４４３票を獲得し、自民党比例代表の中で第４位という快挙報告がありました。南
野知惠子前参議院議員は「今回の選挙は歴史を変えた。
初めて現職のまま新旧バトンタッチが出来た。私達みんなは、髙階さんを育てる責任
がある。」
と、
また１８年間の議員活動支援への感謝を述べられました。髙階さんは
「参議院議員の髙階です。
」
と晴れやかに登場、
「準備期間か
ら３０ヶ月間、多くの方々との出会いがありました。一票一票の重みを痛感しています。
皆で勝ち取ったこのバッジ、一人ひとりの熱い思いが詰まっ
ております。
」
と挨拶されました。
会議は、第２２回参議院議員選挙の総括アンケートを中心に協議が行われました。石田幹事長は、非拘束比例代表制度になって初めて、得
票数が会員数を超えた。
しかし次はどうなるか分からない。
もう早速次の選挙対策に向けて動き出さなければならないと語られました。

衆議院副議長 公邸

この副議長公邸は、明治の元勲であり、廃藩置県を行ったこと
で知られる木戸孝允
（桂小五郎）
邸跡地に建てられています。

衆議院議員副議長公邸を見学して

幹事

たかがい恵美子参議院議員を囲む懇親会

衆議院議員衛藤征士郎先生と
公邸中庭にて

参加者８００名で引き続き懇親会となった。外国視察より帰
国されたあべ俊子衆議院議員も駆けつけた。各ブロックより出

篠田 真金

し物があり、大変盛り上がった。大分県からは故有田幸子先生

平成２２年５月２９日 衆議院議員副議長公邸を見学訪問しました。
副議長の衛藤征士郎議員が出迎えて下さり、公邸内の案内、
説明をしていただきました。
公邸は、木戸考允邸の跡地にたてられたもので、廻遊式庭園の中庭にある枯山水は、旧木戸
邸時代の石で復元されたもので、都心とは思えない閑静な佇まいの中で当時の面影を偲ぶことが
できました。
その後食堂にて、約 1 時間ほど衛藤征士郎議員より、現在の政治の問題や日本の未
来構想について話を聞くことができ、貴重な体験ができました。

の事もあり、
「たかがい選挙」
をどう戦ったかを大分県の方言を
交えて、加峰マチ子支部長が代表で熱弁をふるった。
最後は髙
姫沙羅（ひめしゃら）

階議員に今後の活躍と期待をこめて、バンザイ三唱で大盛会

日本では沙羅双樹と称することが多い。夏椿より
一回り小さい姫沙羅の木で６月に花をつけます。

に終了した。
み〜んな しらしんけん 応援したで〜

平成２２年度会員研修会

講演：
「看護職と政治のかかわり」

初勝利!!
だるまに目玉入魂

平成２２年９月１７日（金）〜１８日（土） 講師：日本看護連盟 幹事長 石田昌宏

平成２２年９月１７日（金）臼津・佐伯地区支部 会員研修会
会場：佐伯市｢和楽」 ※参加者：
１８０名

「会員研修会に参加して」

佐伯中央病院 甲斐かつ子

今日は、政治のしくみを自身の秘書としての体験を取り入れ、分かり
やすく楽しく説明してくださり、政治を身近に感じることができました。
看護職は、やりがい・達成感が感じられる看護をしたいと思ってい
ます。看護をよく知っている石田幹事長が看護連盟の中枢にいらっ
しゃることは、私達にとってもとても心強く感じます。看護を継続する
ためのエッセンスも講演の中にあり、明日から心機一転看護職としての
自信と誇りを持って看護を実践していきたいです。できる事ならば、地
域の市議会議員に医療・看護・介護が分かっている看護職の代表者
を推薦したいものだと個人的に思っています。今回は、とても近い距離
で石田幹事長の貴重な講演を聴くことができ嬉しく思います。
今夜は豊後水道でとれた魚でつくる世界一の寿司を味わっていただ
きたいと思っています。

笑顔で、新・旧バトンタッチ

髙階恵美子参議院議員を囲んで

「あべ俊子政策研究会」国政報告セミナー
日本看護連盟 幹事長

石田 昌宏
平成２２年９月５日
（日）、自由民主党本部で開催された国政
報告会に参加した。
清水嘉与子日本看護連盟会長、南野知惠子前参議院議員、
髙階恵美子参議院議員も出席。

平成２２年９月１８日（土）「会員研修会」
会場：ソレイユ７Ｆ「アイリス」 ※参加者９５名

また自民党政調会長の衆議院議員石破茂氏による特別講

国政の場に組織代表がいることにより、直接自分たちの意見が伝えられ
る。
みんなが選んだ髙階恵美子さんは
「水を得た魚」
のように、新人議員の
中でも輝いている。
「出来ないことはない」
「やれば出来るんだ」
と。
そして今
看護職がしなければならないことは、自信と誇りを持って実践すること。主
体性を持つこと。時代の変化に合わせて法律を変える努力をすること。
と
石田幹事長は力強く話されました。

演が行われた。
あべ俊子議員はドイツ視察（赤ちゃんポスト、児童虐待防
止）
より帰国され、
「生まれてきてよかった」
と思える社会保障
制度の構築を、看護職として弱者のために政治をやり抜きた
佐伯市「和楽」にて

・8・

いと決意を語られた。

自民党政調会長
石破茂衆議院議員

・9・

あべ俊子衆議院議員
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いと決意を語られた。

自民党政調会長
石破茂衆議院議員
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髙階恵美子参議院議員の活動報告
幹事長 糸永 和代

１１月２４日
（水）、全日空ホテルオアシスタワー ２０Ｆ
「アトラス」
にて平成２２年度県別会議が開催され、日本看護連盟より阿津公子常任幹事、
県より役員１２名、
支部長１１名が出席しました。
安東会長より挨拶と大分県看護連盟の現状について、
説明と報告が行われました。
阿津公子常任幹事より、この会議も５年目。
前回の選挙に比べ今回は
「さ！行くぞ！」
と気持ちが高まってきていた。大分県は１．
４倍の票の
伸びがあった。
故有田幸子先生が背中を押して下さったお蔭です。
全体では会員数を上回る票が出て、自民党の中で高い位置での当選となった。
１１月１６日の厚生労働委員会で髙階議員が初質問に立っ
た。
あつい思いがびしびし伝わった。
政局の行方は？看護協会とのねじれは、本気でねじれているわけではない。
もう少し状況･様子をみて、
テーブルにきちんと着いて話をして行
きたい。次の選挙は政権が変ったとしても厳しく、議員定数削減が出てくる。
１０人枠での選挙となるので２５万票を目標に、会員増ときめ細やか
な活動・組織つくりが必要となる。本当に活動する会員
（運動員）
を育てる。勝って兜の緒を締めよ!！
と挨拶されました。
協議事項は次の通り。
１）第２２回参議院議員選挙
「たたき台」
について
２）組織の強化・拡大について
（組織のあり方について）
３）一部規約改正について

厚生労働委員会で初国会質問！
１１月１６日
（火）、参議院厚生労働委員会で参議院議員当選後初めての国会質問の
機会をいただきました。今回は、細川律夫厚生労働大臣の所信に関連して、看護職の人
材確保や報酬についての課題など厚生労働省の基本施策について質問しました。
参議院厚生労働委員会で質問する髙階恵美子議員

礒崎陽輔 参議院議員と対談

参議院議員

髙

階

恵美子

参議院議員

礒

崎

陽

輔

を設けて医療、療養、介護、
そして
髙階「地域看護ステーション」
最期を迎える場所を一体的に運営したいと思います。
生活
習慣病患者やニコチン依存症患者の外来も、問診は事前
に看護師がやっており、保健指導をするのが看護の仕事、
診断治療が医師の仕事です。
きちんと分化すると、医師も
看護師も本来の仕事ができるのではないでしょうか。
礒崎 医療と看護を分離するというイメージですか？
「医療＝治療」。
これからは、
「医療＝看護」
という
髙階 今までは、
分野も用意すべきです。

参議院議員たかがい恵美子先生初来県！
！
《参議院議員たかがい恵美子先生を囲む会》 幹事

畔津 孝子

９月２２日当選２カ月目、全国訪問のなか大分県にも来県しました。
協会役員･職員、連盟役員、
支援者約４０名で出迎えをしました。
お疲れの様子もみせず国会議員として、
はつらつとバッジと共に輝いた姿を見せてくれました。
安東会長のあいさつに続いて髙階先生のごあいさつ、
「無名の髙階が看護だけでなく、女性
の力・社会保障の髙階･看護の髙階と呼ばれるように頑張りたい」
と話されました。
当選のお祝いに竹田の民芸品
「姫だるま」
を加峰支部長より贈呈、大先輩の和田アヤ子さん、
永瀬顧問の激励の言葉があり、参加者と共に写真撮影、
約３０分で会を終了しました。
タクシーで大分空港へと、帰路につかれました。
これからは参議院議員として先生が精一杯
力を発揮できますよう支援したいと思いました。

礒崎 初当選おめでとうございます。選挙をやってみていかがで
したか？

礒崎 多様なニーズにこたえられる制度作りが必要ですね。看護
師の課題は、
どのようなものがありますか？

これから
髙階 支援者の皆様は、本当に温かくしてくれました。
仕事で恩返しをしていくつもりです。

髙階 まず、准看護師を正看化する移行教育の推進です。現在、
有資格者１４０万人中４０万人が准看護師です。
中規模
病院では、多くの准看護師が働いており、介護保健施設
では、経験を持つ医療の専門家として、リーダー的な立場
で働いています。
この方々に今後１０年、２０年と働いてもら
わなければならないので、移行教育に投資が必要です。
ま
た、看護師の待遇、技術評価基準、職場環境の改善を急
いで行うべきです。現在、６０万人も休職しています。
この
方々が働けるような改善策を講ずることが必要です。

礒崎 議員として、
どういう抱負をお持ちですか？

安東会長あいさつ

髙階 私は現場主義なので、しっかりと生の声を聞くことを心掛
けていきたいです。
礒崎 委員会でも、
どんどん質問してください。
髙階 質問の中では、具体的な話を盛り込みたいと考えていま
す。国のデータは２年遅れであり、目の前に起こっている
問題への対処ができていません。常に新たな課題が噴出
しているのが現場であり、そうした問題に対する解決策
を見つけるのが、私たち政治家の仕事だと考えています。

看護以外の分野への興味はありますか？
礒崎 政治家として、
髙階 アフリカで NGO に参加した際に、貧困や病気の問題に触
れ、地球環境保護や国際交流に関心を持ちました。
もう一
つは、
日本の高等教育の改善です。
日本は、次世代を育成
するための教育への力の入れ方が弱いと思います。

礒崎 医療の分野での具体的な課題を教えてください。

加峰支部長より
「姫だるま」
大先輩の
和田アヤ子さん
と握手

看護協会玄関で
お出迎え

一般支援者と共に
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竹田の姫だるま

「看取り」
ではないでしょうか。今は、亡
髙階 一番大きな課題は、
くなる方の８割は病院で最期を迎えます。
いつ病院を移
らないといけないのか？いつ家に帰れるのか？ということ
を心配しながら、平穏な死を迎えることができない方がた
くさんいます。
医療機関は治療する場所なのに、実際は療養をしていま
す。介護も、生活の支援が主な目的であり、本当に安心で
きるサービスの提供にはなっていません。
やはり、家庭的
な場所での、責任ある最期までの看取りを提案していか
なければなりません。

礒崎 国にとって、有益な人材を育てるための戦略的教育が必
要ですが、
日本では、教育が戦略を持つことを良しとしない
傾向にあることが問題だと思います。
最後に、野党自民党の政権奪還法を聞かせてください。
髙階 自民党ならこうするということを宣言することです。与党批
判には多くの人が辟易としています。
やはり、地に足のつい
た良い政策を鮮明に打ち出していかなければなりません。

・
・9・
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第10号新風会だよりより）

平成23年1月15日

大分県看護連盟

第46号

平成２２年度県別会議報告

平成23年1月15日

大分県看護連盟

第46号

髙階恵美子参議院議員の活動報告
幹事長 糸永 和代

１１月２４日
（水）、全日空ホテルオアシスタワー ２０Ｆ
「アトラス」
にて平成２２年度県別会議が開催され、日本看護連盟より阿津公子常任幹事、
県より役員１２名、
支部長１１名が出席しました。
安東会長より挨拶と大分県看護連盟の現状について、
説明と報告が行われました。
阿津公子常任幹事より、この会議も５年目。
前回の選挙に比べ今回は
「さ！行くぞ！」
と気持ちが高まってきていた。大分県は１．
４倍の票の
伸びがあった。
故有田幸子先生が背中を押して下さったお蔭です。
全体では会員数を上回る票が出て、自民党の中で高い位置での当選となった。
１１月１６日の厚生労働委員会で髙階議員が初質問に立っ
た。
あつい思いがびしびし伝わった。
政局の行方は？看護協会とのねじれは、本気でねじれているわけではない。
もう少し状況･様子をみて、
テーブルにきちんと着いて話をして行
きたい。次の選挙は政権が変ったとしても厳しく、議員定数削減が出てくる。
１０人枠での選挙となるので２５万票を目標に、会員増ときめ細やか
な活動・組織つくりが必要となる。本当に活動する会員
（運動員）
を育てる。勝って兜の緒を締めよ!！
と挨拶されました。
協議事項は次の通り。
１）第２２回参議院議員選挙
「たたき台」
について
２）組織の強化・拡大について
（組織のあり方について）
３）一部規約改正について

厚生労働委員会で初国会質問！
１１月１６日
（火）、参議院厚生労働委員会で参議院議員当選後初めての国会質問の
機会をいただきました。今回は、細川律夫厚生労働大臣の所信に関連して、看護職の人
材確保や報酬についての課題など厚生労働省の基本施策について質問しました。
参議院厚生労働委員会で質問する髙階恵美子議員

礒崎陽輔 参議院議員と対談

参議院議員

髙

階

恵美子

参議院議員

礒

崎

陽

輔

を設けて医療、療養、介護、
そして
髙階「地域看護ステーション」
最期を迎える場所を一体的に運営したいと思います。
生活
習慣病患者やニコチン依存症患者の外来も、問診は事前
に看護師がやっており、保健指導をするのが看護の仕事、
診断治療が医師の仕事です。
きちんと分化すると、医師も
看護師も本来の仕事ができるのではないでしょうか。
礒崎 医療と看護を分離するというイメージですか？
「医療＝治療」。
これからは、
「医療＝看護」
という
髙階 今までは、
分野も用意すべきです。

参議院議員たかがい恵美子先生初来県！
！
《参議院議員たかがい恵美子先生を囲む会》 幹事

畔津 孝子

９月２２日当選２カ月目、全国訪問のなか大分県にも来県しました。
協会役員･職員、連盟役員、
支援者約４０名で出迎えをしました。
お疲れの様子もみせず国会議員として、
はつらつとバッジと共に輝いた姿を見せてくれました。
安東会長のあいさつに続いて髙階先生のごあいさつ、
「無名の髙階が看護だけでなく、女性
の力・社会保障の髙階･看護の髙階と呼ばれるように頑張りたい」
と話されました。
当選のお祝いに竹田の民芸品
「姫だるま」
を加峰支部長より贈呈、大先輩の和田アヤ子さん、
永瀬顧問の激励の言葉があり、参加者と共に写真撮影、
約３０分で会を終了しました。
タクシーで大分空港へと、帰路につかれました。
これからは参議院議員として先生が精一杯
力を発揮できますよう支援したいと思いました。

礒崎 初当選おめでとうございます。選挙をやってみていかがで
したか？

礒崎 多様なニーズにこたえられる制度作りが必要ですね。看護
師の課題は、
どのようなものがありますか？

これから
髙階 支援者の皆様は、本当に温かくしてくれました。
仕事で恩返しをしていくつもりです。

髙階 まず、准看護師を正看化する移行教育の推進です。現在、
有資格者１４０万人中４０万人が准看護師です。
中規模
病院では、多くの准看護師が働いており、介護保健施設
では、経験を持つ医療の専門家として、リーダー的な立場
で働いています。
この方々に今後１０年、２０年と働いてもら
わなければならないので、移行教育に投資が必要です。
ま
た、看護師の待遇、技術評価基準、職場環境の改善を急
いで行うべきです。現在、６０万人も休職しています。
この
方々が働けるような改善策を講ずることが必要です。

礒崎 議員として、
どういう抱負をお持ちですか？

安東会長あいさつ

髙階 私は現場主義なので、しっかりと生の声を聞くことを心掛
けていきたいです。
礒崎 委員会でも、
どんどん質問してください。
髙階 質問の中では、具体的な話を盛り込みたいと考えていま
す。国のデータは２年遅れであり、目の前に起こっている
問題への対処ができていません。常に新たな課題が噴出
しているのが現場であり、そうした問題に対する解決策
を見つけるのが、私たち政治家の仕事だと考えています。

看護以外の分野への興味はありますか？
礒崎 政治家として、
髙階 アフリカで NGO に参加した際に、貧困や病気の問題に触
れ、地球環境保護や国際交流に関心を持ちました。
もう一
つは、
日本の高等教育の改善です。
日本は、次世代を育成
するための教育への力の入れ方が弱いと思います。

礒崎 医療の分野での具体的な課題を教えてください。

加峰支部長より
「姫だるま」
大先輩の
和田アヤ子さん
と握手

看護協会玄関で
お出迎え

一般支援者と共に

・10・

竹田の姫だるま

「看取り」
ではないでしょうか。今は、亡
髙階 一番大きな課題は、
くなる方の８割は病院で最期を迎えます。
いつ病院を移
らないといけないのか？いつ家に帰れるのか？ということ
を心配しながら、平穏な死を迎えることができない方がた
くさんいます。
医療機関は治療する場所なのに、実際は療養をしていま
す。介護も、生活の支援が主な目的であり、本当に安心で
きるサービスの提供にはなっていません。
やはり、家庭的
な場所での、責任ある最期までの看取りを提案していか
なければなりません。

礒崎 国にとって、有益な人材を育てるための戦略的教育が必
要ですが、
日本では、教育が戦略を持つことを良しとしない
傾向にあることが問題だと思います。
最後に、野党自民党の政権奪還法を聞かせてください。
髙階 自民党ならこうするということを宣言することです。与党批
判には多くの人が辟易としています。
やはり、地に足のつい
た良い政策を鮮明に打ち出していかなければなりません。

・
・9・
11・
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研修会のお知らせ
研修会
若手会員研修
（新人研修）

日 時

会

平成23年3月5日㈯
13：30〜16：00

平成23年1月15日発行

場

内

演題：
「働き続けられる職場つくり」
〜ワークライフバランス〜
講師：天心堂へつぎ病院 前看護部長 小川三代子
天心堂へつぎ病院 看 護 科 長 甲斐 清美

看護研修センター
2Ｆ 第2研修室

平成２３年度連盟会員を募集しています!!
連盟会費
連盟会費7,500
7,500円
円

日本看護連盟
日本看護連盟
会費
会費5,000
5,000円
円

大分県看護連盟
大分県看護連盟
会費
会費2,500
2,500円
円

第46号

容

23

お知らせ

年会費
年会費
7,500
7,500円
円

◆賛助会員1,000円 ◆学生会員募集中（会費無料）

ベッドサイドからの声を国政へ。
あなたの入会をお待ちしています。

●平成２３年3月末に、新会
館へ引越します。４月よ
り、住所・電話番号が変
更されます。

ことしもよろしくおねがいいたします

●詳細は、後日文書、ホー
ムページ等でお知らせ
いたします。

【入会のお問い合わせ先】大分県看護連盟事務局
TEL
（097）537-1335 FAX（097）538-8051

快適な眠りと、上質の安らぎをお届けする東洋羽毛の羽毛布団
東洋羽毛の商品は国内自社工場で丁寧に仕上げています。ふっくらと温かで、優しい寝心地。
品質の違いをぜひ実感して下さい。

編 集 後 記
新年おめでとうございます。
昨年は髙階先生を国政に送ることがで
き、私達の団結力・組織力・底力を大き
く世間に示すことができたと思います。
専門職として誇りを持ち、今年は髙階
先生に現場の声を届け、医療保健福祉
の向上のために共に頑張りましょう。

ご贈答には、
丸大食品の
ハム・ソーセージの
詰合せをどうぞ。
丸大食品株式会社
九州特販営業課

豊後二見が浦の日の出
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