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第24回参議院議員選挙ご当選おめでとうございます‼

平成28年度 
大分県看護連盟会員数

◆連盟会員 ３,501名

 
◆賛助会員 　36名

（平成28年８月現在）

※特別会員含む

平成28年７月10日
第24回参議院議員選挙にて、たかがい先生が２期目の当選を果たされました。
猛暑の続くなか、ご支援いただきました皆様に心から感謝申し上げます。
“選挙は当選しなければ意味がない”と言われますが、当選という目標は達
成しましたが、上位での当選は果たせませんでした。
これまでの取り組みと、18日間の選挙戦で、最低でも会員数は得票できると
確信していました。課題を残す選挙になりました。これからも先生が国政の
場で堂々と活躍できますよう支援していきます。

たかがいスマイルと一緒に当選報告に来県されました。国会議員の代理の方、県議・
市議の方からお祝いのメッセージをいただき、先生から当選のあいさつがありました。
会員の方からは現場の声も届けられ、先生にはしっかり受けとめていただきました。

たかがい先生
ご当選おめでとう
ございます‼

平成28年９月６日（火）たかがい議員が来県されました

たかがいスマイルに会えました



第24回参議院議員選挙を終えて
　たかがい先生２期目の当選おめでとうございます。
　７月10日、暑い中熱い戦いの第24回参議院議員選挙がありました。
看護職の代表として、たかがい恵美子議員が２期目に挑戦し、連盟会員の方々をはじめ多
くの皆様にご支援いただき、当選を果たすことが出来ました。
　ご支援・ご協力ありがとうございました。
　たかがい先生の得票数は177810票、大分県では3040票でした。
　大分県の連盟会員数3515名より475票少ない得票でした。
　この結果から、当選するという目標はクリアしましたが、もう一つの目標にしていた、
上位での当選は果たすことが出来ませんでした。
（自民党比例区当選者19人中全国で11位、大分県では９位）
　先生が議員として重要な役割を果たしていくには、上位での当選（より多い得票数）が
必要ですが、今回の結果は、看護連盟の活動のあり方へ課題を残す結果となりました。
　次回３年後の選挙にどうつなげていくのか、最低でも連盟の会員数の得票を得るため
に、今回の結果を総括したいと思っております。
　今後共ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

参議院選ご苦労様でした
　この度の選挙では、たかがい恵美子さんを、無事、２期目の参議院議員として国政の場
に送ることができました。これも、猛暑の続く中、全力投球でがんばっていただきました
大分県看護連盟をはじめとした各都道府県の連盟のみなさまのご尽力の賜物であると心か
らお礼申し上げます。たかがいさんには、選挙公約に掲げた３つの重点課題はもとより、
看護の代表・女性の代表として国民、看護職のために活躍していただけるよう、連盟とし
てもしっかり支援してまいります。
　今回の選挙では、６つの医療福祉関連団体がそれぞれ候補者を擁立したことなども関係
し、当初、目標に掲げた得票数を獲得することができませんでした。この結果を真摯に受
け止め、組織固めをし、会員のみなさまの投票行動を促すことを徹底し、看護の力をしっ
かり結束していかなければならないことを痛感しているところです。次回の選挙に向けて
納得できる結果を出すために、今から気を引き締めてまいります。

ごあいさつ
　平成28年７月１日、公益社団法人大分県看護協会会長に就任いたしました竹中でござい
ます。よろしくお願いいたします。
　さて、７月10日の参議院議員選挙では「たかがい恵美子氏」が当選しました。医療提供
体制が大きく変化していく中、看護基礎教育、役割拡大、職場環境改善等々、看護職が抱
える課題を国政に届け、看護政策の実現ができる国会議員に対する期待は大きいものがあ
ります。そして、私達には、「現場の声」を届けるという役割があります。小さな声でも
発しなければ誰も気づいてくれません。看護専門職として、そしてこれから看護職をめざ
す後輩達のためにも現状の問題、課題を発言していきましょう。大分県看護協会は、実践
現場の声を大事にして看護連盟とともに看護政策の実現に力を尽くしてまいります。ご支
援、ご協力をどうぞよろしくお願いします。

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　竹中  愛子

ごあいさつごあいさつごあいさつ
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皆さまこんにちは。
　第24回参議院通常選挙におきましては、看護の固い結束をもって、再選の栄誉を勝ち取
ることができました。
　擁立方針の確認から73週、候補予定者の決定から55週の間、労苦を惜しまず活動される
皆さまに励まされ、感謝する毎日でした。ともに苦難を乗り越えることができましたこと
を実に感慨深く、誇らしく思います。
　私たちのこれまでの活動を通じて「看護力は国政を健全化する牽引力になる」ことが立
証されました。これからは、いのちの現場の声を活かした政治の一層の推進に力を尽くし
て参ります。
　国家国民の健やかなる発展と暮らしの安寧のために、力を合わせ看護の知恵と経験そし
て技術を存分に活かして参りましょう。

参議院議員
石田  昌宏

参議院議員
たかがい 恵美子

大分県看護連盟の皆様、日頃よりお世話になりましてありがとうございます。
　今夏、第24回参議院議員通常選挙が行われました。皆様方のおかげをもちまして、引き
つづき国政の場で、たかがい恵美子さんと看護の為に仕事が出来るようになりました。８
月の内閣改造のあと、９月からは、平成29年度予算編成作業が行われます。看護関係の予
算獲得に向けて尽力してまいります。
　また、私も国会議員の重責をいただいてから丸３年が経ちました。初心を忘れず、現場
主義に徹し、これからも皆様の元を訪問させて頂きますのでお声を聞かせてください。
　現場で働く皆様が「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、これからも国政の場で頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をお
願い申し上げます。

大分県看護連盟の皆さま、こんにちは。
　参議院選挙の応援お疲れ様でした。私も京都三区で一生懸命に応援いたしました。た
かがい恵美子先生の当選を一緒にお祝いいたしております。
　私は、昨年から看護政策、医療的ケアが必要な障害児の支援等に関わり、今年は待機
児童問題特命チームの座長に就任しました。すべての子どもたちが健やかに成長してい
ける社会づくりを目指します。また、これからも現場の最前線でいただいたご意見やご
要望を、政策に反映してまいります。
　さて今年の４月、私は自民党京都府第三選挙区（京都市伏見区、長岡京市、向日市、
大山崎町）の支部長に選任されました。今後も、光の当たらぬところにあたたかな光を
当てる仕事に汗をかく政治家でありたいと思っています。皆様から頂いたご支援・ご声
援を忘れることなく、皆さまのご期待にそえるようしっかり成長し、新たな選挙区で頑
張りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員
あべ 俊子

衆議院議員
木村  弥生

大分県看護連盟の皆様、こんにちは。
　いつも温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
　参院選の結果、たかがい恵美子議員を国政の場へ送り出すとともに、歴史ある看護の議
席を堅守することができました。大分県看護連盟の皆様にも多大なるご尽力を賜りました
ことに、この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げます。 
　さて現在、国では「一億総活躍社会」の実現に向け、女性の活躍に焦点をあてた施策が
進められています。多くの女性が働く看護職の皆さんにとって働きやすさを実感できる労
働環境を整えていくことは、女性の活躍そのものにもつながっていきます。また今後に向
けた国の動きとして「新たな高等教育機関」の制度化の検討も始まり、看護をはじめとし
た日本の職業教育をさらによい方向へと発展させていく重要な議論を展開しています。
　看護職の教育環境と労働環境、そのどちらにおいても看護がさらにより良く発展してい
くためのお役に立てるよう、現場の声をお聞かせいただきながら引き続き全力で取り組ん
でまいります。今後とも皆様からの温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ごあいさつごあいさつごあいさつ
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退任挨拶 お世話になりました

新任挨拶 よろしくお願いします

前幹事　前地　悦子

前幹事　成松　洋子

前幹事 　篠田　真金

大分北部第２地区支部
支部長　横井　直美

幹事
篠田　里美

幹事
野上　陽子

幹事　加藤　富美子
(兼)大分南部第２地区支部長

幹事　後藤　由貴子
(兼)由布地区支部長

　平成19年以来９年間にわたり幹事を務めさせて頂きました。総会などではカメラマンの役割をになうこ
とが多く、レンズを通して私たち連盟の力やその場の雰囲気を会員の皆様にお伝えできるよう活動してき
ました。任期中、３度の参議院選挙を戦い、たかがい先生、石田先生を国政の場に送りました。その
たびに看護職全体の意識統一の難しさ、もどかしさを感じました。今後は、一会員として、そしてチー
ム医療の一員として輝く看護職を目指し、会員への働きかけ、また、投票行動を通し政治活動に参加し
たいと思います。長い間ありがとうございました。

　この度、大分北部第２地区支部の
支部長を務めさせていただくことにな
りました。
　７月の参院議員選挙では、組織活
動を通して、施設支部長としての役
割の重大さを改めて感じたところで
す。看護連盟のスローガンである
「ベッドサイドから政治を変える」の
実現に向けて、施設幹事・部署連絡
員と力を合わせ、職員の連盟活動へ
の理解を深め、活動が強化できるよ
うに取り組んでいきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

　超高齢社会に向けて医療・介護の体
制が変化する中、看護への期待もますま
す大きくなってきています。
　高齢者の方だけでなく、地域の住民の
方々が安心して生活できるためにも、私
たち看護職の果たす役割と責任は重要な
ことと実感しています。
　専門職としての力を発揮し、貢献でき
るように微力ながら頑張りたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

　現在、看護職が抱える問題の中には、政
治的手段によってしか解決できない問題が
あります。そのためには看護職の代表を国
政に送り解決していかなければなりません。
私たち看護職は、時代の流れや環境にも目
を向け、看護の未来のために、一人ひとり
が行動しなければならないと思っています。
微力ではありますが、会員や役員のみなさ
まのご指導をいただきながら、役割を果た
せるよう努めてまいります。どうぞよろしく
お願い致します。

　平成28年度大分県看護連盟通常
総会において幹事に任命されました。
　７月に行われた第24回参議院議員
選挙で髙階恵美子議員が看護職の代
表として再選されました。看護職を国
政の場に送り、看護政策実現を目指
していくためには会員の皆様のご協
力、ご支援が必要です。そのために
は、まず選挙に行き投票することで
す。幹事として「看護と政治」につ
いて会員の皆様に理解していただける
ように働きかけていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。

　由布地区支部長として３年目を迎えます。この
度、幹事も併せて務めさせていただくことになり
ました。先の参議院選挙においては会員の皆様
方のご尽力で、たかがい議員が当選できましたこ
と大変嬉しく思っております。連盟活動を通じ、
看護の現状を知ることで改めて｢ベッドサイドから
政治を変える」ことの必要性を感じています。そ
のためには、看護職一人ひとりが看護連盟に関
心を持ち、組織の代表を国政の場に送り込むこ
との大切さを理解してほしいと思います。また、
連盟会員の方々にも、もっと連盟活動の理解を
深めてもらえるよう今後も引き続き皆様方のご協
力を得ながら努力していきたいと思っています。

　私は大分県看護連盟の幹事を３期務めさせていただきました。無念の松原候補に始まり髙階議員、
石田議員、そして２期目の髙階議員の選挙に関わり、両氏が看護職の代表として、現場を認識してく
れている代表として活躍して下さっていることをとても頼もしく思っています。より良い看護を現場で提
供するための課題解決は、法律として確定していくことが重要であることを痛感させられた３期でし
た。熱意をもって行動していく姿勢を教えて下さった役員の皆さま、いつも協力いただきました会員の
皆さま、本当にありがとうございました。

　看護連盟会員の皆様９年間お世話になりました。平成19年より３期、大分県看護連盟幹事を務め
させていただきました。連盟活動を通じ、政治は自分達に無関係なことではなく、まさに臨床で起き
ている看護の問題を解決する為に重要であることを学びました。その為には国政の場に私達の代表を
送る必要があるということです。今後は大分北部第２地区支部の幹事長として連盟活動に参加しま
す。長い間ありがとうございました。

新旧役員ごあいさつ
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たかがい恵美子議員来県 平成28年２月４日（木）

大分県立病院
大分循環器病院

大分赤十字病院

アルメイダ病院

大分記念病院

比例代表の個人票と政党票（全国）

投票率

得票数

第24回参院選比例　医療福祉関係者得票数 (大分県)

支部別得票数と比率

第24回参議院議員選挙のまとめ

　忙しい時間を割いて大分県入りした髙階議員、5つの
施設で多くの看護職の声を聞いていただきました。看護
職の待遇、これから目指す専門性の高い看護職としての
希望、子育てと仕事の両立、管理職としての役割など、看
護政策に結びつけていただきたいと声があがりました。
【訪問先】
谷川建設⇒大分県看護研修会館⇒大分記念病院⇒大分県立
病院⇒穴見陽一事務所⇒大分市医師会立アルメイダ病院⇒大
分循環器病院⇒自民党大分県連事務所⇒大分赤十字病院

　たかがい議員は、平成27年度日本看護連盟通常総会で看護職の代表として、
第24回参議院選挙の候補予定者に決まりました。
　それから約１年 “やりがい　いきがい　たかがい　おねがい” と支援を訴えて
きました。先生は現役のために、１回目の選挙の時のように来県し皆さんにお会
いすることはできませんでした。昨年の政策推進集会、統一地方選の応援、今
年度の九州ブロックポリナビ・総決起大会とお忙しい中おいでいただきました。
　選挙の結果は3,040票の得票で、連盟会員の86.5％、１回目より955票も少な
い結果となりました。７人の医療福祉関係者が立候補し、６人が当選しています
ので票が分散したものと思います。
　また、必ず選挙に行く、たかがい恵美子と名前を書くという基本的なことが実
行できていないのではとも思っています。先生の「現場のみなさまの声をもっと
国政に届けたい、看護職の未来をもっと輝かせたい」という思いが実現するよう
みんなで支援していきたいと思います。今後とも、ご支援・ご協力をどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

今 回 前 回
個人票
政党票
総得票数

今　回（髙階恵美子）
前　回（石田昌宏）
前々回（髙階恵美子）

全国
54.69%
52.61%
57.92%

大分県
58.40%
53.15%
62.96%

今　回（髙階恵美子）
前　回（石田昌宏）
前々回（髙階恵美子）支 部

杵築市
国東市
姫島村
日出町
別府市

竹田市
豊後大野市
中津市
豊後高田市
宇佐市
日田市
九重町
玖珠町
佐伯市
津久見市
臼杵市
由布市

90
161
114
22
87
373
18
36
443
46
23
158

 
3,040

大分市

別府地区支部
大分北部地区支部
大分北部第２地区支部
大分南部地区支部
大分南部第２地区支部

42
78
12
76
281

208 236 88.1%

大分市
別府市
中津市
日田市
佐伯市
臼杵市
津久見市
竹田市

豊後高田市
杵築市
宇佐市

豊後大野市
由布市
国東市

東国東郡姫島村
速見郡日出町
玖珠郡九重町
玖珠郡玖珠町
県計

1,854
447
979
259
229
428
75
20
45
92
265
98
62
28
0
73
18
34
5,006

980
281
114
373
443
46
23
90
22
42
87
161
158
78
12
76
18
36
3,040

1,205
242
183
116
178
57
29
19
49
55
206
61
58
37
0
38
13
13
2,559

1,039
320
115
174
153
78
32
56
47
66
181
102
123
65
6
70
21
22
2,670

757
138
56
40
93
32
11
13
11
25
43
24
35
32
0
38
1
10
1,359

161
158
83
58
74
114
31
24
3
61
19
5
66
139
0
51
10
12
1,069

159
46
38
15
55
9
4
6
14
10
30
23
33
8
0
4
2
12
468

281 228 123.2%

980980 1,109 88.4%

251 239 105.0%

223 193 115.5%

427 220 194.1%

512 601 85.2%

158
 
3,040

610
78
3,514

25.9%

86.5%

国東・杵築・
日出地区支部

竹田・
豊後大野地区支部

豊後高田･宇佐･
中津地区支部

臼津・佐伯地区支部

玖珠・日田地区支部

支部毎の得票数 平成27年度連盟会員
市町村別得票数 得票数（A）会員数（B）比率（A/B）

全国
177,810票
201,109票
210,443票

大分県
3,040票
3,508票
3,995票

4,875,164票
15,239,624票
20,114,788票

24.24%
75.76%

4,380,261票
14,080,143票
18,460,404票

23.73%
76.27%

１

７

８

9

10

由布地区支部11
ＯＢ会支部12

２
３
４
５
６

自見英子
（医師）

藤井基之
（薬剤師）

宮島喜文
（臨床検査）

小川克巳
（理学療法士）

園田修光
（老人福祉）

畦元将吾
（放射線技師）

髙階恵美子
当 当 当 当 当 当

大分分
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　自由民主党女性局長、前厚生労
働大臣政務官として公務多忙な中、
基調講演の講師として来県されま
した。｢看護と政治｣について、これ
まで先生が取り組んでこられたこ
と、課題の多い現場をよりよくして
いくために、これから取り組まなけ
ればならないこと等をお話ししてい
ただきました。

青年部Nurse-ful委員会　副委員長　羽明輝史
　平成28年５月14日（土）に大分県で行われた第４回九州ブ
ロックポリナビワークショップin大分、たかがい恵美子決起大会
は、テーマである“つながる・広がる・若手の力「九州一心」”を実
感できるものでした。たかがい先生は「看護と政治」をテーマに、
社会保障の実現などについて講演をされました。その中で一番
印象を受けたのが、看取りの改革についてです。ＱＯＬを考える
ときに、終末期をどのように迎えるかということにも重点を置い
た考えは看護師としての視点を強く感じました。そして、その考
えが広まることによって、地域包括ケアシステムの構築へとつ
ながるのではないかと思いました。

③　当選発表

第４回九州ブロックポリナビワークショップin大分平成28年５月14日（土）

会場：ホルトホール大分
参加者：336名

12：00～15：00

基調講演「看護と政治」　たかがい恵美子参議院議員

熊本地震の募金
ありがとうございました

熊本地震の募金7777円を熊本県
看護連盟へ振り込みました。

たかがい議員の紹介

長崎県

選挙とは？投票とは？

佐賀県

看護協会と看護連盟の関係性

鹿児島県

御来賓
長野恭絋別府市長
日本看護連盟金澤きみ代幹事

　平成24年７月に福岡で開催した九州ブロックポリナビ
ワークショップが４回目を迎え、大分県の担当で開催され
た。7月に予定されている第24回参議院選挙より選挙権年
齢が18歳以上に引き下げられること、若者の投票率が低い
ということから模擬選挙を計画した。宮崎県・沖縄県・熊本
県よりマニフェストを発表してもらい投開票を行った。
　また、九州各県で、看護協会と看護連盟の関係性（鹿児島
県）選挙とは？投票とは？（佐賀県）たかがい議員の紹介（長
崎県）、応援（福岡県）とそれぞれを担当し、力強い若者の姿
に感動した。

宮崎県のマンゴー党
当選おめでとうございます

模擬選挙 ①　マニフェスト発表 （宮崎県・沖縄県・熊本県） ②　投　票

宮崎県マンゴー党　ワークライフバランス 沖縄県看護連盟党　かえるプロジェクト くまもん党　看護職の労働時間
本物の投票箱に
投票しています
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福岡県の若者の勇ましく格好いい学ラン姿にみとれました。

たかがいブルーのリボンをもって、
全員で「ガンバローコール‼」

この笑顔にいつも勇気づけられます “私も頑張ります”パネルの前で“GO”
参加者の方々と固い握手
“よろしくお願いします”

たかがい恵美子決起大会 15：00～16：30

　「第４回九州ブロックポリナビワークショップin大分」に引き続き、たかがい恵
美子決起大会を開催しました。大分県看護連盟会長、大分県看護協会専務理事の
挨拶に始まり、国会議員、県会議員の応援演説がありました。また、たかがい議員、
こしょう候補予定者にスピーチをしていただき、会員代表として大分県看護連盟
の髙橋副会長から応援メッセージを送りました。最後は、青年部の合田さんの発
声で、「ガンバローコール」で締めました。

た：たくさんの人達が
か：輝いている貴女の
が：頑張る姿を
い：いつも応援しています
え：笑顔を絶やさず
み：みんなで一緒に
こ：これからも頑張りましょう
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　平成28年６月14日（火）ザ・プリンスパークタワー東京にて平成28年度日本看
護連盟通常総会が、全国より1968名の会員が集まり、大分からは、26名が参加し
開催された。草間会長のたかがい恵美子氏を必ず当選させる、看護政策実現のた
め力強い組織を看護協会と連携し、さらなる強化を目指すと力強い挨拶があった。
日本看護協会坂本すが会長の協会と連盟がタッグを組み看護政策実現を目指す
との挨拶の後、看護職議員の総会へのお祝いメッセージがあった。

青年部Nurse-ful委員　永冨脳神経外科病院　姫内清隆
　６月14日東京での日本看護連盟通常総会に参加してきまし
た。今年は参議院議員選挙を目前に控え、髙階恵美子議員の総
決起大会も合わせて行われました。全国より約2000名の会員
が集まり、みなさん髙階議員のイメージカラーであるブルーの衣
装を身にまとっているのを見て、一致団結して応援しようという
全国からの熱意が伝わってきました。髙階議員は2期目に当選す
ることができたら、看護職者の処遇の改善を目指した政策を行っ
ていくことも約束していただきました。髙階議員が高い得票数を
得られるように、私たち連盟会員が力を合わせていかなければ
ならないと改めて思いました。今回の総会に参加してますます看
護と政治の大切さを実感することができました。

日田リハビリテーション病院　永瀬美和
　総会では、全国から約2000人の連盟会員が参加し、開催さ
れる大会の組織の大きさに感動と感銘を受けました。草間会長
のあいさつで、心身ともに元気で明るく活動できる環境（就労環
境・教育環境など）の改善・整備が不可欠であり、看護界が抱え
る課題を着実に解決していくため、組織として活動すると聴き、
改めて連盟の活動を知ることが出来ました。総決起大会では、看
護連盟が組織として訴える姿に、自民党谷垣幹事長はじめ、多く
の来賓の国会議員にベッドサイドの声が届くような気がしまし
た。

総会出席者（総会開催ホテルのホールにて）

日本看護協会の坂本すが会長も各県青年部の応援団に合流

礒崎議員が代議員席まで来てくれました

２期目の挑戦です。
よろしくお願いします。

伊吹看議連会長、谷垣幹事長、石田議員、
みんな応援しています。

参議院会館で、穴見議員と一緒に 国会議事堂の中で

日本看護連盟通常総会に参加して

　平成28年度は29名が表
彰を受け、大分県の推薦と
して髙橋京子様が日本看護
連盟名誉会員証の贈呈を
受けました。

平成28年度名誉会員
髙橋 京子 様

日本看護連盟名誉会員
おめでとうございます

総会の翌日は、国会見学と参議院会館の見学をしました

平成28年度日本看護連盟通常総会・決起大会 日時：平成28年６月14日（火）13:00～18:30
会場：ザ・プリンスパークタワー東京

出席者数：１,９６８名　　（大分県の出席者：代議員１７名・会員５名）
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テーマ：「看護と政治」
講　師：五反分正彦先生（石田まさひろ参議院議員政策秘書）
　石田まさひろメールマガジンで、“陽当たり良好通信”でいつも
楽しく読ませて頂き勉強させて頂いている五反分先生に特別講
演をお願いした。医療を取り巻く社会の変化の中で、社会保障、
看護の仕事を考えなければならない、そんな中から看護職の役
割拡大が出てきている。看護の現場が元気になれば日本が元気
になる。看護職の代表を国政に送ることは日本のためである。自
信と誇りをもって堂々と看護職の代表を応援しようと最後のパ
ワーポイントは、たかがい先生の出陣式が写された。

出席者２１３名・委任状２，７７９名

平成28年度大分県看護連盟通常総会 日時：平成28年６月26日（日）12:30～16:00
会場：大分県看護研修会館（３F）「大研修室」

平成28年度スローガン

おめでとうございます

～国政で看護職議員の発言力を高める～
「ベッドサイドから政治を変える」

第24回参議院選挙を目前に控えての開催で、投票に結びついてほしいとの願いを込
めた平成28年度通常総会です。スローガン｢ベッドサイドから政治を変える～国政で
看護職議員の発言力を高める～」を達成するためには上位での当選が必要です。

大分県看護連盟　会長　安東和代

御来賓
広瀬勝貞知事・穴見陽一衆議院議員・麻生栄作県
議・近藤和義県議、他議員秘書の方々

議長団　　横井直美、赤星秀子

名誉会員　髙橋京子様（前支部長）
大分県看護連盟名誉会員証と花束
をお渡ししました。

（代表）
大分県済生会日田病院　和田朱美様
平成28年度の会員表彰受賞は29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。
総会に続き、特別講演として「看護と政治｣をテー
マに、五反分先生より講演をしていただきました。

旧役員あいさつ
旧役員３名を代表して成松洋子様が挨拶
（旧幹事：前地悦子様、成松洋子様、篠田真金様）

新役員あいさつ
新役員２名を代表して野上陽子様が挨拶
新幹事（篠田里美様、野上陽子様）

特別講演

石田まさひろ議員来県
平成２８年５月１６日（月）

　石田議員が、地震のお見舞いに
大分県看護連盟事務所へ来られま
した。
　大分県の内陸部の現状や大分県
看護協会から派遣している災害支
援ナースについてお話をしまし
た。優しいお心遣いに感謝申し上
げます。
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平成２８年７月９日（土）の出来事　①選挙カー

西田病院（佐伯市）
選挙カー「スマイル号」
大分県看護研修会館を出発し
ます。行ってきます‼(^_^)/~

佐伯中央病院（佐伯市）
玄関いっぱい石田議員のたかがい応援に
拍手喝采「ガンバロー」

長門記念病院（佐伯市）
田中県議会議長も応援に・・・一緒に「ガンバロー」

選挙前日の最終日は、選挙カー「スマイル号」が大分県を回りました。
出迎えてくれた皆さん本当にありがとうございました。

JR大分駅前（大分市）
8：00よりビラ配り 9：00より大分県看護研修会館（大分市）　石田昌宏先生の演説

看護職、スタッフの方がお出迎えしてくれ
ました。若者が中心になり「ガンバロー」

大久保病院（竹田市久住町）
たかがいブルーのうちわ・風船・おそろいのポ
ロシャツのお出迎え、保母さんや園児、患者さ
んも一緒に集まってくれました「ガンバロー」

別府リハビリテーションセンター（別府市）
雨の中、スタッフが集まってくれました。「ガンバロー」

JR別府駅前にて演説
土曜の夕方、忙しい時間に、最後の選挙応援にかけつ
けてくれました。最後の「ガンバロー」

豊西苑（豊後大野市三重町）
看護職だけでなく、介護職や三重町自民党支援者の方
たちが集合し｢ガンバロー」

天心堂へつぎ病院は
研修会後に集まって
くれました

きょうは、
石田ではなく
たかがい恵美子です‼
ヨロシク～
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大分県看護連盟
会長　安東和代

日本看護連盟
幹事　金澤きみ代

麻生栄作大分県議

大分県看護協会
会長　竹中愛子

ガンバローコール
選挙カーのスタッフのみなさん
最後までお疲れさまでした。

日本看護連盟
幹事長　竹澤良子

青年部Nurse-ful委員
井田貴久

大分県看護連盟
副会長　髙橋多佳子

油布勝秀大分県議 藤田敬治大分市議 中野哲朗日田市議 

石田昌宏参議院議員

　選挙カー「スマイル号」は、最終日の７月９日（土）に、大分県看護研修会館に
てマイク納めを行いました。大分県議や大分市議、日田市議、大分県看護協会
長、役員、大分記念病院等、総勢５０名余りの支援者が集まりました。
　日本看護連盟の金澤幹事、大分県看護連盟の安東会長のあいさつの後、石
田まさひろ参議院議員他、県議、市議、協会長、青年部の応援メッセージが述
べられました。また、たかがい議員の代理として日本看護連盟の竹澤幹事長が
お礼の言葉を述べ、最後にガンバローコール、閉会の言葉を大分県看護連盟
の髙橋副会長が行い終了しました。

　連盟・協会合同研修会が看護管理者対象
に開催された。｢看護と政策｣をテーマに看護
制度の創設・改変には職能活動が大きく関係
してくる。そのために参議院選挙での獲得票が
重要であると、参議院選挙直前にふさわしいお
話だった。閉会のあいさつで、大分県看護協会
竹中会長より、前回のたかがい議員の選挙戦
での故有田幸子氏の執念と後輩へ託した思い
の紹介があり、涙と大きな拍手で終了した。

平成２８年７月９日（土）の出来事　②マイク納め（19：30～）

応援メッセージ

お礼のことば
（たかがい議員代理）

平成２８年度大分県看護連盟・看護協会合同研修会
日　　時 ：平成２８年７月３日（日）10：00～12：00
会　　場 ：大分県看護研修会館（３Ｆ）「大研修室」
特別講演 ：｢看護と政策」 
講　　師 ：大島　敏子　先生
　　　　   NPO法人看護職キャリアサポートフリージア
　　　　　ナースの会会長　地方独立行政法人広島市
　　　　　立病院機構看護総合アドバイザー
参 加 者 ：128名

研修会に参加して
大久保病院　佐藤　英三
　大島敏子先生の講演は魅力ある看護の仕事を続けるために看護界での経験を
ユーモアに包み、新人にも分かる内容であった。保健・医療・福祉において、看護
の代表を国政に上位で送り出すことの重要さを再認識できた。さらに、連盟と協会
の繋がりを密にすることで、日本の医療界を看護の手で変化できる可能性があり、
国民のため変えていく必要があると先生の講義から実感した。一人でも多くの看
護職が、連盟と共に活動できる様に支援を継続したい。

・11・



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
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

編 集 後 記

研修会等のお知らせ
研修会

平成28年１０月23日（日）
9:30～16：00

平成28年１０月23日（日）
14：30～16：00

平成28年１１月９日（水）
13：30～15：00

大分県看護研修会館
３F「大研修室」

大分県看護研修会館
３F「第４研修室」

大分県看護研修会館
２F「第１研修室」

看護連盟の施設幹事・施設連絡員・病棟
連絡員を対象にしたセミナー　

講演「看護職の役割拡大」
講師：日本看護連盟　会長 草間朋子

大分県看護連盟リーダーセミナー
（施設幹事・施設連絡員・病棟連絡員）

会員研修会

ＯＢ会支部研修会

日　時 会　場 内　容

連盟会費連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会連盟会費 年間7,500円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年間7,500円

【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

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。

◆賛助会員 1,000円 
◆学生会員 無料

平成28年度連盟会員を
募集しています!!

平成28年度連盟会員を
募集しています!!
28

日本看護連盟
会費5,000円
日本看護連盟
会費5,000円

大分県看護連盟
会費2,500円
大分県看護連盟
会費2,500円

年会費
7,500円
年会費
7,500円

◆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

◆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

特 典

ベッドサイドから政治を変える！ベッドサイドから政治を変える！

東洋羽毛では、お世話になっている方々に無料コー
ヒーサービスを行っております。院内での師長会
議・主任会議・ラダー研修会・研究発表会・勉強会等、
地域や支部での看護部長会・看護研修会等での

休憩時にホッと一息つきませんか？

どんな所でも無料で出張サービスさせて頂きます

お気軽に御利用ください。

片隅にちょっとだけ、企業PRとしてお布団を
おかせて頂いております。ご購入にも応じます。

東洋羽毛九州販売株式会社　熊本営業所
熊本市東区尾ノ上1-7-3　TEL 0120-382808

ご存知ですかご存知ですか ？
？？

？

年年年年年年年

3,6003,600

　熱い、参議院選挙に続き、メダルラッシュにわいたリオオリンピック
の熱い、暑い夏が終わりました。
　参議院選挙においては、会員の皆様方の活動やご支援により、た
かがい議員を再び国政に送ることができました。感謝申し上げます。
　今後も引き続き、連盟活動や様々な情報を発信して行けるような会
報作りを目指したいと思います。　　　　　　　 （広報委員会一同）

業所業業所所所業所所所所業所

「重症筋無力症になって見つけた新たな生き方」
～看護は私の生き方そのもの～
講師：長濱晴子

・12・


