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（平成 25 年３月末現在）

石田まさひろさんは、ホップ・ステップで 71 の施設を訪問し、約 1,500 名の方々
にお会いしました。現場の生の声を聴き、握手をして、熱い思いを伝えてきました。み
なさんの心強い温かい対応に感謝いたします。看護職の力が問われる時が間近になり
ました。いきいきと誇りを持って看護をするために…
みなさんのご支援を心からお願い申し上げます。
大分県看護連盟

会長 安東

和代

選挙に行こう ! 投票しよう !!

施設訪問

ステップⅠ

福島病院⇒土生医院⇒みえ記念
病院⇒藤華医療技術専門学校⇒
豊後大野市役所⇒帰巖会みえ病
院⇒豊西苑⇒竹田医師会立病院

平成24年９月６日（木）

⇒大分記念病院竹田クリニック
⇒竹田市役所⇒大久保病院・ヴァ

竹田･豊後大野地区

福島病院にて

前役員の仲町看護部長とスタッフ

ルドグラスくじゅう⇒豊後大野
市民病院

土生医院にて

色紙を送られて

みえ記念病院にて

ピンクのエプロンで出迎えてくれました

たくさんのメッセージを
いただきました！

豊西苑にて

施設長を囲んで

竹田医師会立病院にて

水害を乗り越えて頑張っています

・2・

大分記念病院竹田クリニックにて

透析の専門クリニックとしての課題を
伺いました

初秋とはいえ、残暑厳しい１日でした。多くの施設をいかに訪問できる
か時間との戦いの結果、施設 13 ヶ所を訪問しました。
看護職はじめ関係者や住民 213 名に会っていただき、石田先生の熱い
思いを伝え、固い握手で初期の目標を達成できたと実感しています。
分刻みの訪問の中で、皆さんの暖かい歓迎に感謝の連続でした。

竹田 ･ 豊後大野地区支部
支部長 加峰マチ子

藤華医療技術専
門学校にて

看護学校の先生方と・・・校長とも面談

支部長のご家族も協力！
心強いです

竹田市役所にて

保健師さん・・・全員集合 !!

豊後大野市役所にて

自殺防止にがんばっている
保健師さんと・・・

ガッツポーズ !!
帰巖会みえ病院にて・・・

ヴァルドグラスくじゅうにて

大久保病院のスタッフも一緒に・・・
男性パワーをいただきました

・3・

帰巖会みえ病院にて

大歓迎 !!
ポスターもたくさん貼ってくれました

個人会員 和田アヤ子さん（91歳）と・・・
いつも応援してくれています（感謝）

豊後大野市民病院にて

真剣なまなざしです

施設訪問

ステップⅠ

東部保健所国東保健部⇒サング
レイス香々地⇒千嶋病院⇒和田
病院・宇佐高田医師会立病院・
佐藤第一病院⇒高田中央病院⇒

平成25年２月14日（木）

北部保健所豊後高田保健部⇒
玄々堂高田病院⇒中津市民病院

豊後高田･宇佐･中津地区

東部保健所国東保健部にて

地域の老人力を活用して
がんばっています

⇒村上記念病院

サングレイス香々地にて

千嶋病院にて

国東半島をグルり３分の２まわり
バレンタインチョコいただきました♡

精神科の古書に大感激

高田中央病院にて

高齢化率の高い施設の課題を聴いた後、事務長の発声で

中津市民病院にて

新築病院で、師長さん方とともに

・4・

ガンバロー

を

県下最終の施設訪問は２月 14 日バレンタインデーでした。
施設管理者からの現場の課題に石田氏との話が弾み、私はスケジュール表
と時計を気にするばかり・・・
集会では、全職種の職員が参集し、病院あげての応援であったりと・・・。
一人でも多く石田氏と握手することを願っていましたので、300 人余が
彼を知ってくださったのだと関係者の協力に感謝の気持ち一杯です。
石田氏が疲れも見せず、持ちきれない程のチョコレートを抱えて、笑顔で

豊後高田･宇佐･中津地区支部
支部長 髙橋京子

中津駅の改札口に立った姿に、最終結果の喜びのイメージがダブり、私は
この後の活動の有り様を厳しく自覚しました。

和田病院・宇佐高田医師会立病院・佐藤第一病院

３病院合同で歓迎・・・３倍の力をいただきました

北部保健所豊後高田保健部にて

忙しい合間に現状を訴える保健師さん

玄々堂高田病院にて

ナースステーションにて

福澤諭吉旧居

歩こう会メンバーと・・・

村上記念病院にて

♡たくさんのバレンタインチョコと一緒にみなさんの愛と力をいただきました♡

・5・

施設訪問

ステップⅡ

国東市民病院⇒杵築中央病院⇒
くりやまレディースクリニック⇒
初音の里⇒杵築市立山香病院⇒
山香理学診療科病院⇒野口病院

平成25年１月22日（火）

⇒中村病院⇒別府リハビリテー
ションセンター⇒新別府病院⇒大

国東･杵築･別府地区

分県厚生連鶴見病院

国東市民病院にて

手作りの 石田みこし 参上
六郷満山の見守りを期待しています

新しくなった病院で・・院長も歓迎

杵築市立山香病院にて

池上看護部長（右側）と
宇都宮施設幹事

野口病院にて

引越し寸前の登録有形文化財に
指定されている由緒ある病院で

似顔絵うちわ

で歓迎（そっくりです）

中村病院にて

今年の夏のピースを目指してピース

・6・

国東･杵築･日出地区支部
支部長 河野かよ子

東京発６時 45 分の飛行機で当地に
降り立った石田さんは、疲れも見せず、
さっそうと訪問を開始されました。看
護職を始め、院長、事務長、他職種の
皆さんや住民の方々の趣向を凝らした
温かい歓迎に、始終笑顔で自分の思い
を熱く語ってくださいました。訪問で
きた 11 施設の皆さんの声や現場の様
子をしっかりと手帳に書きとめていた
のが印象的でした。

杵築中央病院にて

ケーキとコーヒーで歓迎

山香理学診療科病院にて

院長・副院長ともに出迎えてくれました

別府リハビリテーションセンターにて

リハビリテーション施設にふさわしいナース
服で、多くのスタッフが集まってくれました

別府地区支部
支部長 河野栄子

くりやまレディースクリニックにて

助産師さんとともに・・・

去る１月22日（火）石田まさひろさんは、５施
設を安東会長、加藤幹事長と一緒に訪問され
ました。平日にもかかわらず忙しい中165名の
方々に参加していただき感謝申し上げます。ま
た、大分県厚生連鶴見病院ではミニポリナビ
ワークショップを開催し83名の方が参加しま
した。石田さんは各々の施設の問題に熱心に
傾聴されるとともに質問をされ、有意義な訪
問だったと思います。最後に参加者の皆様と
握手を交わしました。石田さんの手の温もりが
熱伝導として看護連盟会員はもちろんのこと
看護職の方々に伝わることを願っております。

初音の里にて

小川幹事長とコメディカルの皆さん
小玉施設幹事もお出迎え

たくさんの方が集まってくださいました

強力な支援メンバーに囲まれて

新別府病院にて

師長会におじゃましました

・7・

大先輩の
元ナースも駆けつけてくれました

厚生連鶴見病院にて

新築された病院で若いスタッフが集合

施設訪問

ステップⅡ

佐賀関病院⇒津久見中央病院⇒
西田病院⇒長門記念病院⇒つつ
み泌尿器科医院⇒佐伯中央病院
⇒健康保険南海病院⇒塩月内科

平成25年１月23日（水）

小児科医院⇒日出町役場⇒鈴木
病院⇒暘谷苑

臼津・佐伯・日出地区

佐賀関病院にて

津久見中央病院にて

歓迎 手作りポスター

関アジ・関サバが待っているはずだった…
２階から海だけを見ました…

長門記念病院にて

近隣の保健師さんも同席してくれました

つつみ泌尿器科医院にて

玄関で力強いことばをたくさんいただきました

きれいな院内の植物に感動！

健康保険南海病院にて

塩月内科小児科医院にて

地域から頼りにされている医院で
石田さんも頼りにしています

ステキな名画に囲まれて

・8・

１月23日（水）ステップⅡで５
つの病院、２つの医院を訪問し、
291人の方にお会いしました。石
田まさひろさんの精力的で真摯な
姿勢に会員の思いも一つになりま
した。忙しい中各病院の院長も対
応して頂き、意見交換をされまし

臼津・佐伯地区支部
支部長 髙野洋美

た。この歓喜を高め、団結につな
げられることを願っています。

西田病院にて

横断幕で大歓迎 !!

支援の力が伝わってきました

佐伯中央病院にて

ハッピ姿で小寺院長他大勢お出迎え

日出町役場にて

日出町の保健師のリーダーとともに

鈴木病院にて

地域中核病院として大活躍
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暘谷苑にて

定時後にも関わらず大歓迎

九州ポリナビワークショップ in 福岡
日

時 ： 平成25年２月２日（土）

会

場 ： ナースプラザ（福岡県）

主

催 ： 九州ブロック看護連盟・青年部ポリナビ実行委員会

参加者 ： 317名

若手会員委員会

副委員長

小川

央

今回、大分県代表として 看護と地位 というテーマでプレゼンテーションをしました。これまで、私達の諸先輩方が患者へ最善
で適切な看護を提供できる環境を築くために、沢山の努力をしてこられました。その結果、今の私たちの地位と職場環境があります。
しかし、これからの日本は医療を必要とする人口が増加する一方、医療を提供できる人口が減少していく、少子高齢多死社会となり、
これまでとは違った問題を抱えています。これからの時代の変化に柔軟に対応し、医療や看護を必要とする人たちに最善で適切な
看護が提供できるようにするためには、看護という職業が社会的に評価され確立した地位となるようにしなければなりません。その
ためには、私達自身がこれからの社会に合った看護の地位の獲得と向上に向け、多くの仲間たちと手を取り合い活動していくことの
重要性を改めて感じることができました。

若手会員委員

工藤三幸

若手会員委員

曽我知紀

2 月 2 日 ( 土 ) 福岡県で開催された、九州ポリナビワークショップに参加しました。福岡県を中心に、九州各県から 300 名を超
える参加がありました。各県の若手が与えられたテーマに沿って、看護職の現状について発表を行いました。職場や環境は違っても、
同じ職業だからこそ同じ話題で笑い合える、仲間意識が生まれたと思います。
また、他県青年部の行動力や団結力に感銘を受けました。今後の私たちの活動でも、活かしていきたいです。

九州各県の連盟代表が集まり、各県の特徴を含めたプレゼンテーションを聴くことができました。皆各々に多彩な意見交換が行
われました。その中で共通することは、皆看護がより良い仕事環境となるよう取り組んでいるということ。今回の会に参加して、自
分をはじめ皆が共通意識を持ち、より良い連盟活動に繋がると感じました。

九州ブロック協議会
代表 安東和代

青年部ポリナビ実行委員
小川央

青年部ポリナビ実行委員 秋吉和恵
若手会員委員 工藤三幸（左側）

若手会員委員と一緒に・・・

ミニポリナビワークショップ
日

時 ： 平成25年１月22日（火）

会

場 ： 大分県厚生連鶴見病院

主

催 ： 大分県看護連盟若手会員委員会

講 演
演 題 ：「看護と政治について」
講 師 ： 石田まさひろ氏

参加者 ： 81名

若手会員委員会

委員長

秋吉和恵

１月２２日、厚生連鶴見病院でミニポリナビワークショップを開催しました。参加者に選挙の雰囲気を知ってもらうために、若手委
員 2 人が立候補者に扮し模擬選挙を行いました。「婚活手当の支給」ＶＳ「看護師の業務範囲の拡大」で舌戦を繰り広げ、参加者
に勝敗を決めてもらいました。また、石田昌宏氏に「看護と政治について」講演をしていただきました。石田さんが全国の病院・
施設を訪れる中で感じた課題やビジョンについて熱く語って下さいました。参加して下さった皆さん、ありがとうございました。

大分県厚生連鶴見病院スタッフと

・10・

若手会員委員会メンバーとともに・・・

平成 24 年度大分地区４支部合同若手研修会
日

時 ： 平成25年２月９日（土）13:30〜15:30

会

場 ： 大分県看護研修会館「第１研修室」

主

催 ： 大分４地区支部

講 演
演 題 ： よい看護を続けるために
講 師 ： 若手会員委員会
副委員長 小川央

参加者 ： 65名

初めての大分４地区支部の研修会が開催されました。
若手会員委員会小川副委員長の講演のあと、
「今、私たちにできること、できないこと」をテーマにグループワークがあり、
各グループで活発な討議が行われました。

お

知

ら せ

ジャンプ「石田まさひろ政策研究会の集い」
日 時：平成 25 年５月 27 日（月）13：00 〜 14：30
会 場：大分県看護研修会館（３Ｆ）「大研修室」

名

候補者

プログラム（案）
12：30

受

付

13：00

開

会

参議院
比例代表選挙は…

または

を書く

政党名

大分県看護連盟会長あいさつ
大分県助産師会会長あいさつ
日本看護連盟役員あいさつと石田まさひろ氏の紹介
来賓あいさつ・紹介
祝電披露
13：30

石田まさひろ氏のスピーチ
誓いのことば

14：00

応援メッセージ

14：20

ガンバローコール

14：30

閉

会

詳細は別途ご案内いたします。
大勢のご参加をお待ちしてお
ります。一人でも多くの方に石
田まさひろをご紹介ください。

平成25年度
日本看護連盟通常総会

各政党ごとに「得票数の多
い順」に当選します

平成25年度
大分県看護連盟通常総会

月 日：平成25年６月13日（木）

月 日：平成25年６月30日
（日）

会 場：ザ・プリンスパークタワー東京

会 場：大分県看護研修会館
・11・

平成２５年度連盟会員を募集しています!!

25

3,600

連盟会費 年間 7,500 円

ら
ドか
イ
ドサ
ベッ 変える！
を
政治

日本看護連盟
日本看護連盟
会費
会費5,000
5,000円
円

特 典
◆連盟主催の研修会に無料で参加できます。
◆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
（年３回）
や
◆機関紙
「アンフィニ」
の配布
（年３回）
や
情報の配信
情報の配信
◆
「れんめい大分」
の配布
◆
「れんめい大分」
の配布

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

◆賛助会員 1,000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
◆学生会員 無料
★詳しくはホームページを
ご覧ください。

TEL
（097）574-7088 FAX（097）574-7517
e-mail : oita-kanren@extra.ocn.ne.jp

おかげさまで60周年

東洋羽毛の羽毛ふとん
皆様からご愛顧いただき、東洋羽毛はおかげさま
で創立 60 周年を迎えることができました。
１人でも多くのお客様に健康で笑顔のある毎日を
過ごしていただくために、東洋羽毛はこれからも
上質な羽毛ふとんをお届けしてまいります。

東洋羽毛九州販売㈱福岡営業所

ﾌﾘｰｺｰﾙ 0120-104-557 http://www.toyoumo.co.jp

編 集 後 記
間近に迫った参議院議員選挙に向けて、石田ま
さひろさんが県下 46 の施設を精力的に訪問。
多くの仲間・支援者と熱く語り、かたく握手を

ご贈答には、
丸大食品の

交わし、互にパワーを交換しあった姿を臨時号に

ハム・ソーセージの

特集しました。
皆さんの力を総結集して、あと１票を積み上げ

詰合せをどうぞ。

る努力を続けながら、この夏をめざしましょう。

投票日が勤務だったら
期日前投票に行きましょう

丸大食品株式会社
九州特販営業課

期日前投票は、公示日の翌日から投票日の前日
まで午前８時 30 分から午後８時まで（地域によ
り変更あり）各市町村に一ヶ所以上設けられる期
日前投票所で投票できます。

福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋673-8
ＴＥＬ 092-621-2121 ＦＡＸ 092-621-2122
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