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全国獲得票数� 174,335票
愛媛県獲得票数� 4,880票
獲得票数� 全国15位
会員比率獲得票数� 全国28位

第26回参議院比例代表選挙

友納理緒さん参議院議員
� ご当選おめでとうございます！！

　猛暑の夏から秋へとバトンタッチをする9月となりました。朝夕はさすがに秋
の気配感じるようになりました。
　会員のみなさま、参議院議員選挙のお疲れは取れましたでしょうか？

　今回の選挙は、候補者が決定したのが選挙のわずか5か月前。新人で保健師・看護師・弁護士の
資格を持つ友納理緒さんが出馬されました。この5か月間で友納理緒さんは休む間もなく全国を回り
自らの政策を訴えてました。そして会員のみなさまは、必死で当選のための活動をしました。
結果は全国で174,335票獲得！！　見事な勝利でした。これは、連盟会員が協会員とともに看護の未来
をつくるために看護の底ちからを見せた結果だと言えます。
　愛媛県では、前回選挙より1,008得票数を伸ばし4,880票獲得しました。今回の選挙では研修会、
施設訪問、街頭演説と友納理緒さんに直接お会いする機会が数多くありました。これらすべてを実行
することができたのは、支部長はじめ施設管理者（看護部長）のみなさまはじめ会員のみなさまの
おかげだと感謝申し上げます。
　今後は、「看護はひとつ」の思いを実現するために私たちの組織代表、友納理緒参議院議員にエール
を送り、議員のご活躍に期待したいと思います。
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とものうりおさん 愛媛へようこそ！
4.25施設訪問

4.22 看護協会の研修後

済生会松山病院

和ホスピタル

愛媛県議会

喜多医師会病院

大洲中央病院

伊予病院

道
後
温
泉
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松山リハビリテーション病院

市立大洲病院

北条病院
福角病院
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とものうりお 総決起大会
〜とものうりお先生と山本順三先生を励ます会〜

コロナの中でしたが、多くの人が参加され、
友納さんにお会いして親近感がわきました。
青年部ががんばって盛り上げました。

日時：2022年5月22日（日）　　会場：ANAクラウンプラザホテル松山

皆様大変お世話になっております。
とものう りおです。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、
このたびの参議院議員選挙で当選することができました。
得票数174,335票、自民党が獲得した比例区18議席のうち
11位という結果をいただきました。
看護職の働く環境を整え、安全かつ充実した
医療・看護を提供する体制を整えたいと訴えてまいりましたが、
日に日に支援の輪が広がってきたように感じます。
これは、仲間たちが私の思いを、私に代わりまわりの皆さまに
何度も何度も伝えてくださったおかげです。
すべての皆さまに心から感謝して、
国政に押し上げていただいた以上は、
自身の役割をしっかりと果たしたいと思います。
どうぞ今後ともご指導・ご支援をよろしくお願い致します。
� 2022.7.13　ともおうりお メールより

応援にかけつけた来賓の方々

青年部から
似顔絵の色紙を
差し上げました。
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梅雨明け間近、街宣車イエロー号が
愛媛県を走りました

6.27（月）
9：20～9：35
市立宇和島病院訪問
参加者 23名

9：45～10：15
【街頭演説】宇和島市きさいや広場
　長谷川淳二衆議院議員
　山本順三先生夫人
　山本舞祈子応援演説
参加者 38名

12：00～12：45
【街頭演説】松山市駅 坊っちゃん広場
　塩崎彰久衆議院議員
　愛媛県議会議員　松尾和久
　日本看護協会　田母神裕美常任理事
　山本順三先生夫人
　山本舞祈子応援演説
参加者 63名

15：00～15：45
【街頭演説】新居浜市中央公園
　井原巧衆議院議員
　山本順三参議院議員
　日本看護協会　田母神裕美常任理事
参加者 約100名

16：10～16：30
済生会西条病院　訪問
参加者 30名

16：35～16：55
西条中央病院　訪問
参加者 60名

17：15～17：35
村上記念病院　訪問
参加者 45名

南予

中予

東予

長谷川淳二衆議員議員山本舞祈子夫人 連盟　吉田昭枝会長

塩崎彰久衆議院議員

日本看護協会
田母神裕美常任理事

松尾和久
愛媛県議会議員

山本順三参議院議員

井原巧衆議院議員
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日本看護連盟通常総会に参加して
南予第3支部　家藤八重子

愛媛県看護連盟通常総会に参加して
済生会西条病院　大道美由紀

　2022年5月25日㈬、日本看護連盟通常総会が開
催されました。
　今年もリモート形式での参加となり、顔を見合わ
せたり会話したりできないことに寂しさも感じました
が、愛媛県からは会長をはじめ23名が参加しました。
　大島敏子日本看護連盟会長はご挨拶の中で、命の
最前線で長きにわたり戦い続けられているすべての
看護職の皆様に感謝の気持ちを伝えられました。そ
して、今回の選挙は看護職にとって賃金アップを実

　令和4年6月18日㈯に、愛媛県看護連盟通常総会
に参加させていただきました。私自身、コロナ禍の
ためというだけでなく数年ぶりの参加でした。各施
設からの参加者は限られていましたが、感染対策に
配慮し机には一名ずつで、研修センターの一番後ろ
まで埋まり、想像していたよりも多くの人が集まっ
たという印象でした。
　まず、吉田会長から挨拶と「とものうりお」候補
の紹介映像（手作り）を見せていただきました。5月
に行われた決起集会にも参加し、とものう候補とも
グータッチをしていただいたので、吉田会長の愛情
あふれる手作り映像に大変親近感が湧きました。
　各支部からの報告では、コロナ禍特有のリモート
研修や会議の内容や研修中止などの報告があり、そ
れぞれの支部での苦労が伺える内容でした。ＣＯＶＩ
Ｄ－19感染症は、第6波が下げ止まり、今後第7波の
影響など、まだまだ終息が見えていません。この2年、

現するチャンスであり、今そのスタートラインに立っ
ている事、62年間の日本看護連盟の歴史の中で初め
て給料アップが国の政策として取り上げられたとい
う経緯を話されました。「投票に行く」という行動に
よって看護職の未来に輝く一歩を踏み出せますとも
述べられました。また、あなた自身に誇れる、あな
た自身に自信が持てるよう願っています！！という力
強いお言葉が心に残りました。
　その後、祝辞を頂いた福井トシ子看護協会長、岸
田文雄自民党総裁、石田昌宏参議院議員、その他の
方々のメッセージにも、看護職の地位と処遇改善・
給料表の見直し等の言葉が盛り込まれており、皆様
の目や意識が看護職に向けられていることを熱く感
じました。
　「届けよう看護の声を！私たちの未来へ！」のス
ローガンの下、私たち一人一人の声が、また一票
一票が大きな力になる事を、様々な現場で今日も頑
張って下さっている看護職の皆さまにお伝えしてい
きたいと改めて感じました。

リモート会議や研修が急速に進んできましたが、や
はり顔を見て横の繋がりを広げることも必要だとつ
くづく感じました。
　最後に、青年部の掛け声で黄色のタオルを振り、
とものう候補に声援を送りましたが、タオルの振り
方がわからず・・一瞬遅れをとってしまいました（笑）
次は、しっかり合わせていきたいと思います。（とも
のうりお候補、ご当選おめでとうございます！！）
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南予青年部研修に参加して

新規入会者研修に参加して

宇和島徳洲会病院　松本　司

　先日、南予青年部の研修会で模擬投票を行いまし
た。選挙についての講義を受け、理解した上で模擬
投票を行うという内容だったため、これまで投票に
数回しか足を運んだことがなかった私でもイメージ
がつきやすい内容でした。
　また、模擬投票中に友納りおさんの紹介映像が再
生され、活動内容や政策の理解に繋げることができ
ました。投票率が低迷している中で、このような模
擬投票を開催することは、選挙の知識や関心を深め、

済生会松山病院　宇都宮美穂

　7月2日に開催された新規入会者研修に参加させ
ていただきました。看護学校の卒業時や入職時など

投票に対する意識の変化を起こすきっかけになった
と感じました。
　この3年間、コロナ禍で、研修会はオンデマンド
やリモート研修に変更せざるを得ない状況が続いて
います。しかし、今回は感染対策に配慮し、あえて
集合研修を行いました。顔を合わせてコミュニケー
ションをとることで意見交換ができることや、メン
バーとの関係性の構築につながるなど集団活動の良
さを改めて感じることができ、有意義な研修会とな
りました。

今までも看護連盟の目的や看護協会との違いなどお
話を聞く機会はありましたが、身近なこととして理
解できないまま看護連盟に加入していました。
　今回の研修を通して新人看護職員研修や看護職の
処遇改善など、今まで当たり前のように受けていた
ことは、看護師として働きやすい環境を整えるため
に尽力してくださっている先輩方の努力があるから
だと学ぶことができました。そのためにも、私たち
の代表を国政に送り、自分たちの声を届ける必要が
あると思いました。
　選挙に行くことは何か難しいことのように感じて
いました。しかし、研修での模擬投票や実際に近く
の期日前投票会場に足を運んで投票することで選挙
に対するイメージも変わり、まずは選挙に関心を持
ち、積極的に投票に行きたいと思いました。

6月25日（土）10：00〜11：00／パフィオ宇和島／参加者数 46名

7月2日（土）10：00〜11：30／ホテルマイステイズ松山／参加者数 80名
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住友別子病院では、施設内連盟だよりを毎月発行しました。

十全看護専門学校による新しい取り組み

各 施 設 の 取 り 組 み

十全看護専門学校では、
期日前投票に行った学生さんが
投票所前で写真を撮影し、
クラスごとに貼り出しました。
2年生100%達成！！
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編集
後記

　朝・夕日ごとに涼しくなりました。
　この度、参議院選挙で、日本看護連盟の組織代表である友納理緒さんが、当選致し
ました。
　十全看護専門学校をはじめとする看護学生の皆さま、放射線技師や議員の先生方、
様々な皆さまのご協力、ご支援ありがとうございました。今後も、現場の声を国政に届
けましょう。
　一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束しますように。

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）

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

◆支部長交代のお知らせ
支　部　名 前 支 部 長 新 支 部 長

新居浜第一支部 鎌　倉　文　子 水　田　史　子
看護教育支部 武　内　稲　美 大　北　米　香
南予第三支部 家　藤　八重子 山　本　静　子

� 前看護教育支部長　武内 稲美
　1年前に教育支部の支部長の任命をお受けさせて
いただいて、退任するのは大変申し訳なく思ってお
ります。今後も会員として連盟に協力したいと考え
ています。
　お世話になりまして、ありがとうございました。

　2013年から幹事長を4年間、その後6年間支部長
として役員を経験させていただきました。活動を
通して多くの方と知り合い、数多くの貴重な体験は
得るものが多い6年間でした。先の参議院選挙では
友納理央議員の当選という大きな成果を出すことが

� 幹　事　鎌倉 文子

� 前南予第三支部長　家藤八重子
　約7年間、吉田会長を始め支部役員の方々・会員
の皆様の温かいご支援、ご協力を賜り、努める事が
出来ました。
　皆様との出会いの中で、多くの楽しみや学びを得
る事が出来ました。これからも、連盟会員として共
に歩ませてください。心より感謝とお礼を申し上げ
ます。
　本当にありがとうございました。

退任者あいさつ

新居浜第一支部支部長退任及び新任幹事あいさつ

でき、ともに戦った支部役員はじめ各会員の皆さま
には大変お世話になりました。
　そして、微力ではございますが引き続き愛媛県看
護連盟幹事として、これまでの経験を活かし頑張っ
てまいりますので、宜しくお願い致します。


