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◇大分駅ビル「ＪＲおおいたシティ」

2015年4月16日オープンしました!!

ＪＲおおいたシティ
商業施設、シネマ、屋上庭園、
温浴施設などを備えています。

ホルトホール大分
2016年5月14日（土）
「九州ブ
ロックポリナビワークショッ
プinおおいた」が開催される
会場です

新しくなった大
分
ぜひ遊びに来 に
てね!!
◇ホルトホール大分
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平成27年度
大分県看護連盟会員数

◆連盟会員

３,512名

※特別会員5名含む

◆賛助会員

24 名

（平成 27 年 9 月10日現在）

ごあいさつ

大分県看護連盟

会長

安東 和代

日本看護連盟

会長

草間 朋子

大分県看護協会

会長

松原 啓子

梅雨が明けた途端に30度を超す猛暑が続いた、
極端な気候の暑かった夏が過ぎました。
日頃より、看護連盟にご協力・ご支援頂いていますことに、心から感謝申し上げます。
来夏は熱い夏を迎えます。
（暑さの方も気になりますが…）
第24回参議院議員選挙で、看護職の代表として候補予定者に決定した、たかがい恵美
子議員の2期目の選挙です。
選挙対策の基本方針として
１ 日本看護連盟は、都道府県看護連盟と連携し、基本的な選挙戦略を示し、後援会を活
動の核に位置づけ、
候補者を必ず国政に送る。
２ 大分県看護連盟は、日本看護連盟と連携し、大分県看護連盟の選挙戦略を示し、役員
及び支部を活動の核に位置づけ、大分県が定めた目標数を必ず獲得する。
３ 支部は、大分県看護連盟と連携し、施設幹事 病棟連絡員を活動の核に位置づけ、支
部が定めた目標数を必ず獲得する。
４ 会員は、大分県看護連盟の選挙戦略を理解し、自らを活動の核に位置づけ、紹介した
後援会入会者の投票促進と投票確認を行うとともに、
自ら必ず投票する。
５ 候補予定者は、看護政策を実現するために、日本看護連盟及び都道府県看護連盟が
示した選挙戦略に従い、
全力で選挙戦に挑む。
以上5つのことが、大分県看護連盟通常総会で承認されました。この基本方針に従い、大
分県看護協会と共に、目標に向かってしっかりと取り組んでいきたいと思っています。
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

去る６月２日、平成27年度の日本看護連盟の総会を2000名近い会員のみなさまのご参
加の下で、無事終えることができました。活力、熱気あふれる総会は力強い連盟を印象付け
ることができ、今後の活動のパワーとエネルギーをいただきました。総会では、来年夏の第
24回参議院選挙における候補予定者たかがい恵美子氏を満場一致で決定していただきま
した。２期目を目指すたかがい議員を高得点で国政の場に送ることが連盟の今年の大きな
目標です。
少子超高齢社会が加速される中、
「チーム医療のキーパーソンは看護職である」と言われ
てから久しくなります。看護職がキーパーソンであるためには、
「看護職が輝く」医療看護の
環境を整えていかなければなりません。このためにも、政治の力が不可欠です。
「元気」
「活気」
「勇気」
「根気」をもって、看護政策の実現に向かって一致団結し「連盟の力」
を発揮してまいりましょう。

平成27年度大分県看護協会通常総会では、初めての代議員制を実施し、皆様のご協力で
すべての議案も成立できました。
さて、６月２日の日本看護連盟通常総会で、たかがい恵美子議員を来年の参議院選挙の
候補予定者として決定いたしました。それを受け大分県看護連盟総会終了後のたかがい恵
美子議員の政策推進集会では、
「看護の灯を絶やさないため」に日夜奮闘しておられる真剣
な姿を目の当たりにし、感激いたしました。
日本看護協会と日本看護連盟は、看護職の地位向上、働く職場環境改善には、政治の力
が必要であるとし、一貫して国政の場へ看護の代表を送り続けて来ました。看護職とかかわ
りの深い制度をつくったり、法律を改正することは、国会議員にしかできません。
看護界は今、めざましい変化を遂げています。看護政策に関心をもち看護界を代表する
議員の活躍に期待し、応援しましょう。
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ごあいさつ
大分県看護連盟の皆さま、
平素よりお力添えを賜りありがとうございます。
澄んだ秋空のもと過ごしやすい日々が続いておりますが、猛暑だった今年の夏の疲れが
出やすいこの時期体調には十分ご留意ください。
私の所属する予算委員会では、平成28年度予算に対して、
「経済、財政、一体改革」を大き
く進展させるような編成を議論しています。平成28年度診療報酬改定を含め、適正な給付
と負担の在り方について検討をはかるとともに、働き方改革・人材力の強化、健康長寿社会
の実現等に取り組みます。
参議院議員

石田 昌宏

10月１日からは、
特定行為研修制度と看護師等免許届出制度が始まります。
それぞれ看護
職の役割拡大と、
人材確保をめざすものです。
これからも私たち看護職がそれぞれ力を発揮
し、
生き生きとした看護を行えるよう看護の現場に足を運び、
質の高い看護を目指して、
私も
しっかり活動をしてまいります。
引き続きのご支援をお願いいたします。

大分県看護連盟の皆さま、
いつも温かく心強いご支援を賜り心より感謝申し上げます。
今年9月で衆議院議員になって10年が経ちました。
4期目ともなりますと、
活動に無駄がな
くなり、選挙区の方々との信頼も構築され、国会内での発言力も大きくなっていきます。これ
もひとえに支えてくださる皆さまのおかげです。
戦後最大の会期延長となった第189回通常国会では、
以前から取り組んできた、
看護学校
など高等学校専攻科の修了生が大学に編入できないという問題の関連法案が成立されまし
た。
解決へ向けて大きく動きます。
現在は、
農業における人材育成と社会保障を中心に、
誇らしい日本のこれからの制度を作
衆議院議員

あべ 俊子

りこんでいます。全国各地へ赴き、
いろいろなお話を聞かせていただきながら、
地方創生元
年に、
地元岡山をはじめ地方がますます元気であるように、
努力しております。
日本をとりまく問題は他にも数多くあります。気を引き締めて政策の実現に努めますの
で、
今後とも、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

大分県看護連盟の皆さま、
こんにちは。
昨年12月の衆院選で初当選しました木村弥生です。
衆議院では厚生労働委員会に所属しています。7月31日、一般質問に立ち「看護職の労働
環境」
「看護師の役割拡大」
「ひとり親家庭への支援および子どもの貧困対策」などについて
質問しました。
詳しい内容については衆議院のホームページから動画をご覧いただけます。
自民党では、
女性活躍推進本部の
「税制・社会保障制度検討ワーキンググループ」
のメンバー
に就任しました。
人口減少社会となる日本においては、
女性や高齢者など多様なニーズをもっ
た人たちが参画しやすい、
柔軟で多様な働き方の実現が必要です。
働き続けられる職場づくり
衆議院議員

木村 弥生

を推進することが看護職の労働環境改善の後押しにつながると信じ、
がんばります。
これからも、
「看護」を軸に、現場の声を丁寧にうかがいながら、看護と政治をつなぐ役割
を果たしてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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平成２７年度日本看護連盟通常総会・決起大会
出席者数：1,945名

日時：平成27年6月2日（火）9:00〜18:00
会場：東京プリンスホテル「鳳凰の間」

（大分県の出席者：代議員16名・会員5名）

日本看護連盟通常総会
総会出席者

総会において、たかがい
恵美子議員を来夏の参
議院選挙の候補予定者
にすることが決議され、
決 起 大 会 が 開 催 され
た 。たかがい 議 員 から
「皆さんと共に前へ進ん
でいきたい」と力強い決
意表明があった。

おめでとうございます
平成27年度名誉会員

加峰 マチ子 様

平 成 2 7年 度 は 、2 6 名 が 表 彰
を受け、本部推薦として能勢和
子様、大分県の推薦として加峰
マチ子様が日本看護 連 盟名誉
会員証の贈呈を受けた。

決起大会

平成27年度日本看護連盟通常総会・
決起大会に参加して

青年部Nurse-ful委員 アルメイダ病院

川藤 知恵美

日本看護連盟通常総会に初めて参加させていただき、
全国から約2000名もの会員が終結したことに驚きました。
決起大会
では、
髙階議員への激励メッセージや貴重なお話を聞くことができ、
現場の声を届け、
国政に反映させるためには、
看護の世界か
ら政治家を送り出すことが重要だと改めて感じました。
また、
髙階議員の講演では｢看護の道のりを先に繋げる」
、
｢看護職にしかもてない視点を大切にし、
命のそばにいること、
穏や
かな最期を迎えられるような環境づくり」
「
、女性の健康問題」
、
｢ＤＶ防止法」
など、
まだまだ多くの課題があることを知りました。
しかし、
参加者の中には若手がとても少ないという印象を受けました。
看護の現状、
これからの看護について最も身近に体感
しているのは20〜40歳代の若手メンバーであり、
私たちが看護職として生き生きと働き続けられるよう積極的に活動しなけれ
ばいけないと感じました。
自分たちの置かれている環境、
これからの看護の未来について考え、
少しずつ連盟の取り組みを周囲
に広げていけたらと思います。

たかがい恵美子事務所にて

総会の翌日は、恒例の国会見学の予定でしたが、アキ
ノ大統領が演説するため見学ができませんでした。
自民党 本 部の見学とた
かがい議員、石田議員の
事務所を見学し、穴見陽
一 議 員の秘 書さんに衆
議院会館の要所を案内し
て頂きました。
衆議院議員会館の窓から見えた

石田昌宏事務所にて

国会議事堂

自民党会館にて木村弥生議員と共に

たかがい恵美子議員の机を前に
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石田昌宏参議院議員と一緒に・・・

平成２７年度大分県看護連盟通常総会
出席者数：2,719名

日時：平成27年6月28日（日）12:30〜16:00
会場：大分県看護研修会館（３F)「大研修室」

（出席者225名・委任状2,494名）

平成 27年度スローガン

「ヘッドサイドから政治を変える」
〜看護 職 国会 議 員を擁 立し当選を勝ち取る〜

４期目の当選を果たされた広 瀬 勝貞知事、自民党県連会長 代 行
として志村學県議、大分県看護協会長 他看護職の来賓の方々をお
迎えし開催された。
大分県看護 連 盟の名誉会員として、加峰マチ子様（竹田･豊後 大
野 地 区 支 部 長 ）が承 認され 、会員 歴２０年 以 上の会員表彰として
35名の方が受賞された。

開会あいさつ（会長 安東和代）
今年度は来夏に向けて体制を整える重要な時です。
ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

４期目当選!!おめでとうございます

大分県知事
広瀬 勝貞 様

広瀬知事へ花束を贈呈しました。

名誉会員 加峰 マチ子様
（竹田･豊後大野地区支部長）
大分県看護連盟名誉会員証をお渡ししました。

平成27年度会員表彰受賞者（会員歴20年以上）

自民党大分県連副会長
県議会議員 志村 學

様

会長表彰代表
竹田市役所 伊藤

さおり様

平成27年度会員表彰受賞者（会員歴20年以上）
は35名でした。

県 役 員会・活動報告・決算報告 等の報告事 項とスローガン・活
動計画・予算等６つの提出議案はすべて承認・可決された。
ご協力ありがとうございました。

役員

議長団
上野 千賀子・後藤

由貴子
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ごあいさつ

参議院議員 たかがい 恵美子

秋晴れの候、大分県看護連盟の皆さまにおかれましては一際健やかに御精励
のことと存じます。私も厚生労働大臣政務官を二期連続で務めさせていただき
ました。参議院議員としての任期も残り一年をきってまいりました。これもひとえ
に、国民福祉の向上を願う看護職同志並びに志を共に活動を続けて下さる皆さ
まの御支援の賜と心から感謝いたしております。
さて本年は、敗戦後七十年、阪神淡路大震災後二十年、東日本大震災について
も発生から五年目を迎えています。この歴史的な節目にあたり私は、建物や街
路・生業の再建のみならず、一人ひとりの心情と地域・家庭・学校や商店街の賑わ
いが一体となって初めて 復興 と言える日が来るのではないか、と感じていま
す。そして看護は、その前提となり安定を維持するための重要な社会基盤である
と考えています。この揺るぎない信念のもと、全国津々浦々で活躍する看護職一
人ひとりが、存分に輝けるようになるための政策づくり・仲間づくりに邁進する
所存です。
さらにこれからの日本は、成熟した外交関係を構築し世界の平和に貢献する
ことが一層重要となります。 人の生きる力を守る看護のパワーを、社会の生きる
力を創り出す政治に活かす この精神で、皆さまと共に、がんばります。

６月28日
（日）
３施設を訪問しました !!

国東市民病院
（国東市）
大分の看護の玄関
来県時には必ず訪問しています。今回も多くの方に集まって
頂き、やさしい笑顔で迎えて頂きました。

独立行政法人国立病院機構

別府医療センター（別府市）

大分県では、国立病院機構の病院を初めて訪問させて頂きました。休日で
したが、師長さん方にお会いして、現場の課題を伺いました。

大分県立病院（大分市）
総会と重なった集会でしたが、師長さん方に集まって頂きました。集会
後は、政策推進集会へも参加して頂きました。
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日時：平成27年6月28日（日）14:40〜16:00
会場：大分県看護研修会館 3Ｆ｢大研修室」
参加者数：240名

たかがい恵美子「政策推進集会」

前青年部Nurse-ful委員長秋吉和恵さんの進行で来賓入場後、たかがい
恵美子作詞作曲の「いのち」の曲の流れる中、たかがい議員が大きな拍手で
迎えられ、会場の皆さんと握手をしながら入場した。たかがい先生は、
「 前回
の選挙は野党からの候補で野党議員として活動が始まり、東日本大震災によ
り福島原発事故は国家的危機と考え活動した。社会保障を実現していく最大
のプロ集団である看護職員の一員として政策実現に尽力したい。今回は、与
党議員として２期目の当選を果たし、精いっぱい仕事をしたい。」とスピーチ
された。また、議員の先生方やたくさんの方からの心温まる応援メッセージを
いただき、熱気あふれる集会となった。

多くの方にご参加頂きました

応援のあいさつを頂いた
国会議員・県議会議員の方々

さわやかに力強くスピーチされる
たかがい議員

応援メッセージ

竹田･豊後大野地区支部
支部長 加峰マチ子

必勝を祈念し竹田の｢姫ダル
マ」
を贈った。

大分県看護協会
会長 松原啓子

協会もいっしょに！ と力
強いメッセージを届けた。

大分県看護連盟
会長 安東和代

第２４回参議院選挙立候
補予定のたかがい先生の
紹介をした。

私どもの代表「たかがい先生」は、初当選以来看護界の諸問
題の解決は勿論のこと、女性代表議員としても周囲が目を見張
るような活躍をされてきました。今や厚生労働政務官の重責に
ありながら、更に将来に向けて「女性の健康を守る為の法律
（案）の実現に尽力されています。まさに、
「 やりがい」
「 いきが
い」
「 たかがい」の三拍子を合言葉に益々のご活躍を期待して、
会員が一丸となって全力で応援を続けましょう。
看護職の代表でもあるたかがい恵美子議員は、現在、働き続
けられる看護師の環境整備や特定行為に係る研修制度の法整
備にご尽力されています。看護の代表が医療や介護の法整備
に関わることにより、現場との温度差がない真の改革がなされ
ていくことと信じています。看護の代表であるたかがい恵美子
参議院議員を私たちは応援しています。

名誉会員
和田アヤ子

翼を広げていない折鶴を「当
選して大きく広げ、羽ばたいて
ください」と手渡された。

自民党県連三重支部
支部長 宇薄修一

選挙は勝たねば意味が
ない とエールを送った。

副会長
髙橋 多佳子

やりがい
いきがい
たかがい
糸永支部長（OB会支部）の
掛け声で たかがい 三唱!!
玖珠･日田地区支部
支部長 赤星 秀子

たかがい議員を迎えて、
「 たかがい恵美子政策推進集会」を
開催しました。会場の熱気は最高潮。参加者から、たかがい先
生への温かい拍手が鳴り止まず、大盛況の内に終了しました。
たかがい先生は、成熟社会の実現の為に、看護への熱い思いを
力強く語られ、とても勇気づけられました。2016年7月には次
期参議院選挙が予定されています。大分県看護連盟の一員とし 青年部Nurse-ful委員会
青年部手作りの
て、国政でご活躍されている、たかがい先生を応援しています。 委員長 藤野 圭一朗 たかがい恵美子コーナー
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握手でお見送り

「第６回ポリナビワークショップinおおいた」
を開催します!!
日時：平成27年10月25日
（日）

13:30〜15:30

会場：大分県看護研修会館

3F「大研修室」

※参加料無料（申込みが必要です。）

看護職者・看護学生の皆様…
ぜひ参加してください!
私は6月より、青年部Nurse-ful委員会の委員
長をさせて頂いています。青年部に参加して3
年目です。活動では、皆さんへ看護と政治の結
びつきが身近な事と感じられるように、情報
発信をしていきます。よろしくお願いします。

青年部Nurse-ful委員会
委員長 藤野圭一朗

ポリナ？ビ
？

？？

とは…

カンタです!

レンコです!

Poli-Nabi（ポリナビ）とは・・・
Politic Navigators Networkの略です。
「政 治」
「 政 策」の学びを通して、自分たちに出来るこ
とを模 索し、日本の 保 健 医 療 福 祉を今よりステキな
ものにすることを目指す若手の日本看護連盟会員に
よる集まりです。

統一地方選挙から現場の声を聴く！
平成27年3月5日（日）

石田昌宏参議院議員「国政報告会」

5施設140名余の看護職及び医師へ、国会の委員会で議題に上がる内容を各施設の特徴に
合わせ説明した。施設からの問題点を聴き出し、他施設の活動を紹介し、アドバイスすると
いった白熱した議論を短時間の施設訪問で展開していた。
※施設訪問

大分中村病院、永冨脳神経外科病院、大分県看護研修会館、
厚生連鶴見病院、中村病院（別府）

日本看護連盟草間会長「現場の声を聴く会」

平成27年3月27日（金）〜28日（土）

日本看護連盟の会長を引き受け、政治家の力が必要であることを強く感じたと話され、
10施設1大学の看護職285名の方の現場の声に耳を傾けた。看護大学では、保健師の役
割拡大を訴え、治し・予防するための医療に、特定看護師を育てるべきだ。施設医療
から在宅医療へのチーム医療を支えるチーム医療のキーパーソンは看護職である
と役割拡大の重要性を話された。
※施設訪問

国東市民病院、大分県立病院、佐伯中央病院、ニコニコ銘水苑、
土生医院、大分県立看護科学大学、大分市医師会立アルメイダ病院、
大分記念病院、大分赤十字病院

たかがい恵美子の現場の声を聴く会

ニコニコ銘水苑にて
平成27年3月27日（金）〜28日（土）

２施設37名の「現場が過酷である。しかし医療・介護・福祉に対する志を自分は曲げな
い」
「子育て世代の看護師の現実は…｣等、地域での課題とするだけでなく、全国の課題とし
て発信してほしいとアドバイスを頂いた。新人看護師が入職２週間目にいきなりのたかがい
トークに緊張し聴き入っていた様子が印象的だった。統一地方選挙の女性集会にも出席
し、女性の輝く国作りを目指していると160名の女性の前で語った。
※施設訪問 大分県厚生連鶴見病院、別府リハビリテーションセンター
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大分県厚生連鶴見病院にて

研修会報告
第２回九州ブロックポリナビワークショップin鹿児島
日
時 ： 2015年2月15日（日）13:00〜17:00
会
場 ： 城山観光ホテル（2F）アメジストホール鳳凰
テ ー マ ：「つながる・ひろがる・若手の力」
基調講演 ：「看護と政治」
講
師 ： 参議院議員 たかがい 恵美子先生
参 加 者 ： 約350名

大分から18名参加（委員12名、役員・一般6名）
◇大分県青年部「女性の健康の包括的支援に関する法律案につ
いて」寸劇によるワークショップ

第２回九州ブロックポリナビワークショップin鹿児島に参加して
杵築市立山香病院 髙橋 慎太郎（青年部 Nurse-ful 委員）
今年から大分県看護連盟青年部に入り、初めて「九州ポリナビワークショップ in 鹿児島」に参加させていただきました。
ポリナビでは「政治」
「政策」の学びを通して自分たちにもできることを模索し、｢私たちの働く環境」
「日本の医療」
「患者の笑顔」のた
めに、活動することを目的としています。大分県青年部は、女性政策について発表しました。各ライフステージごとの女性特有の心身
の変化に応じた問題提示を行い、対応した女性の健康支援対策を総合かつ計画的に推進することなどを目的に新たな法律の必要
性、提案をしました。１日を通して、看護師の現状、問題などを知ることができ、また参加して分ったことですが、看護の抱えている
様々な問題を解決するには、やはり政治を知ることも必要であると再認識することができました。
大分赤十字病院 吉良山 理香
鹿児島で九州ブロックポリナビワークショップが開催され、今回初めて参加させていただきました。参加するまで看護連盟という
と「政治」や「選挙」といったイメージがあるだけで、具体的にどのような活動をしているのかほとんど理解できていませんでした。
ワークショップでは各県のシンポジストより、看護政策や看護の未来の展望について発表がありました。初めての参加だったため身
構えて発表を聞いていましたが、どの発表も自分と身近な問題が取り上げられており大変興味深いものでした。特に「看取り政策」と
いった新たな政策の提案には大変共感しました。またそれに伴いこのような新たな提案を実現するためにはもっと政治を知らなけ
ればならないと思いました。今回ワークショップに参加して看護における政治の必要性を改めて実感することができました。私たち
の働く環境や日本の医療に関する問題を解決していく為には、まず看護連盟の活動や政治にもっと関心を持ち、このような活動を知
らない周囲の人に伝えていくことが必要であると思いました。

会員研修会
日
会
講
講
参 加

時 ： 平成27年3月8日（日）13:30〜15:00
場 ： 大分県看護研修会館（2Ｆ）
「 第１研修室」
演 ： ｢生き生きと看護を楽しむ工夫」
師 ： グレートアップラボ 長野 玲子 先生
者 ： 87名

会員研修会に参加して
佐伯中央病院 小野 善子
=心温まる時間をありがとうございました＝
平成２７年３月８日(日）長野玲子先生の講演会に参加させて頂きました。長野先生の講演会は３回目です。毎回、パワフルで私の
悩みも先生のユーモアあふれるお話で心から笑い、その中で示唆してくださる言葉ですっ飛びます。今回は先生に最近突然起こった
問題で、時に言葉を詰まらせながら、妻として主婦としてのかかわり方をお話しされました。そして私たち｢看護職」の関わり方につい
て実体験から感じたことなど考えさせられる内容でした。また、先生の指導のもと、｢隣の席同士で背中を擦り、そっと手を携える」と
いう動作は人の手のぬくもり、人の心のぬくもりが体の隅々まで染み渡り穏やかな気持ちに浸ることができました。まさに、これが癒
しであり、看護の目指す「手当て｣であると再認識する時間でした。長野先生の言葉一つひとつ、そして一緒に参加された皆さんと共
有できた時間は私の大切な宝物となりました。心より感謝しています。最後に、長野先生、お体を大切にして頂き、これからも私たち
が楽しく看護ができるように導いてください。本日は、参加して本当に良かったです。ありがとうございました。
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研修会等のお知らせ
研修会

日

時

会

場

内

第６回ポリナビワークショップ
inおおいた（新人研修）

平成27年10月25日（日）
13：30〜15：30

大分県看護研修会館
３F「大研修室」

第９回全国
ポリナビワークショップin広島

平成２７年１１月７日（土）
13：00〜17：00

（広島県）
ホテルグランヴィア広島

第３回九州ブロック
ポリナビワークショップin宮崎

（宮崎県）
平成２７年１２月６日（日）
ANAホリディ・インリゾート宮崎
13：00〜17：00

リーダーセミナー
（施設連絡員・病棟連絡員）

平成２７年１２月予定

容

「１８歳選挙権の意義と期待」
礒崎陽輔参議院議員
｢看護と政策」
たかがい恵美子参議院議員
特別講演
たかがい恵美子参議院議員

大分県看護研修会館
（予定）

（未定）

平成27年度連盟会員を募集しています!!
27

連盟会費 年間 7,500
7
円

ご贈答には、
丸大食品の

日本看護連盟
日本看護連盟
会費
会費 5,000
5,000円
円

ハム・ソーセージの

大分県看護連盟
大分県看護連盟
会費
会費 2,500
2,500円
円

年会費
年会費
7,500
7,500円
円

ベッ
ドサイ
ドから政治を変える
る
！

詰合せをどうぞ。

特 典
◆賛助会員 1,000円
◆学生会員 無料

★詳しくはホームページを
ご覧ください。

◆連盟主催の研修会に無料で参加できます。
◆機関紙「アンフィニ」の配布や情報の配信
◆「れんめい大分」の配布

［お問い合せ先]

大分県看護連盟

〒870‐0855 大分市豊饒３１０番地の４ 大分県看護研修会館
TEL
（097）
574-7088 FAX
（097）
574-7517
e-mail : oita-kanren@extra.ocn.ne.jp

編 集 後 記
丸大食品株式会社
西日本特販営業課 九州
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋673-8
ＴＥＬ 092-621-2121 ＦＡＸ 092-621-2122

秋を迎えましたが、まだまだ暑い日が続いています。
４月の統一選挙では看護連盟の力を浸透することがで
きました 。次は 、たかが い恵美 子参 議
院 議 員を国政に送ることです。皆様 一
人ひとりのご協力をお願いいたします。
（広報委員会一同）
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