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全国獲得票数
� 189,893票
愛媛県獲得票数
� 3,872票
獲得票数
� 全国23位
会員比率獲得票数
� 全国39位

第25回参議院比例代表選挙

　今年は、梅雨が明けると同時に猛暑
が続きました。会員の皆様、熱さのお
疲れは残っていないでしょうか。皆様
には日頃より、連盟へのご理解とご協
力に感謝いたします。
　そして、第25回参議院議員選挙では
大変お疲れさまでした。
松山市駅前での街頭演説、南予地区へ
の街宣とできることを精一杯やりまし
た。が、今回は、残念ながら前回の選
挙から得票数を下げました。皆様の全
力投球が実を結ばなかった結果に肩を
落としている方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。
　今回の結果の要因を分析し、次回に
生かしたいと思います。
　全国での石田議員の獲得票数は、
189,983票でした。やはり前回より得
票数を下げましたが医療・福祉分野の
候補者の中では1番の成績でした。これ
について石田議員が大変喜ばれ会員の
皆様に感謝を示し、国会での一層の活
躍を明言されました。
　「政治」とは、人々の間での解決事、
「政策」とは、理想やあるべき姿（課題）
を実現するための方針や行動です。
　看護の現場にある課題（解決事）を、
「政策」として取り上げ今より少しでも
看護の質を上げる。そのためには、法
律を変える、制度を変えることが重要
です。
　そのために看護職国会議員が必要で
す。私たちは石田議員はじめ、髙階議
員、阿部議員、木村議員を引き続き応
援をしたいと思います。

ご　挨　拶
� 会　長　吉田 昭枝



連盟　あいひめ［ ］2 第 110号 令和元年9月10日 発行

日時/2019年6月22日（土）9：30~11：00　会場/愛媛看護研修センター　参加者357名

石田まさひろ総決起大会
～石田まさひろ先生とらくさぶろうさんを励ます会～

石田まさひろ先生の足跡
愛媛県看護連盟の皆様。
皆様のお力をいただき、7月21日、医療福祉系の立候補者が多くいる中で最高得票を得て、再び社会保障政策の中心で
働くチャンスをいただきました。
すでに7月29日より新しい任期がはじまっております。
看護職員ひとりひとりの働く環境を改善し、いい看護ができたという実感を日々得られる、
プライドとプロ意識もって看護が出来る、そんな現場をめざします。
そのために必要な人員確保、ヘルシーワークプレイスづくりの浸透、処遇の改善、資質の向上、すべての制度を整えたい。
Nursing nowの精神を広げ、看護の力で明るい未来を導きます。
2期目も与えられた役割、使命を果たすべく、全身全霊をかけて取り組む所存です。
ご期待いただいたことの重みを忘れることなく、これからも前に進んで参ります。
今後とも見守り続けていただけますよう、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。                    



連盟　あいひめ ［ ］3第 110号令和元年9月10日 発行

石田先生、選挙カーと共に来県！
7月16日（火）8：30～ 松山市駅にて街頭演説、9：00～ 愛媛県看護協会で個人演説会を開催

安らぎの里

愛たい菜

きさいや広場

道の駅　みま

どんぶり館

選挙期間中に電話作戦実施
ありがとうございました！
7月5日（金）～7月20日（土）

選挙カー南予をめぐる 7月18日（木）9：00～16：30
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2019年度日本看護連盟通常総会に参加して
新居浜第2支部　西原 妙子

愛媛県看護連盟通常総会に参加して
村上記念病院　日浅千代美

　6月14日にザ・プリンスパークタワー東京で開催さ
れた創設60周年という記念すべき年の通常総会に参
加させていただきました。7月の参議院選挙を目前
に、「選挙の勝利」「力強い組織の創生」「成熟・自律
した活動」が重点方針として掲げられ、総会の開始
時点から会場は熱気に包まれていました。政治をテ
レビニュースと感じるのではなく、自分達の手で自
分達の問題を解決するための場である事を知ってい

　去る6月22日、愛媛県看護連盟通常総会ならびに
石田まさひろ総決起大会に出席させていただきまし
た。平成の時代に終わりを告げ、新しく令和の時代
が始まった今年は、第25回参議院選挙を勝ちぬく連
盟会員の熱気があふれる幕開けとなりました。そし
て、石田まさひろ議員と愛媛県青年部のエネルギッ
シュな熱伝導を感じる総会となりました。
　パワーあふれる吉田連盟会長のご挨拶はもとよ
り、小椋協会長のご挨拶では連盟と協会の団結力が
強く伝わってきました。更に、地元塩崎恭久衆議院
議員をはじめ多くの議員さんが出席され、温かいお
言葉を頂き看護職のために国政の場でご尽力されて
いると感じました。特に石田まさひろ議員は、昨年
から何度も来県され、看護職の小さなつぶやきを丁
寧に集め大きな声として国政へ届けてくださってい

る人達の集まりでした。
　自民党加藤総務会長を始め、来賓の衆参議員の
方々から熱く個性豊かなスピーチがありました。小
泉進次郎議員が登壇したとたんにスマホが掲げられ
会場が盛り上がったのはご愛嬌でしたが、その後に
登壇した阿部俊子議員は最初の元気な一声で、場を
自分の物にしたのが見事でした。続く高階議員も上
品で芯のある雰囲気が素敵でした。でも一番は今年
の主役石田まさひろ議員です。看護の代表ですが、
看護のための政策を実現するために財務金融部会で
活動するなど、先々を見据えた活動が紹介されまし
た。今この時間を看護の為に走っている、そんなエ
ネルギーが伝わってきました。総会での報告事項は
つつがなく承認され、役員紹介では吉田会長が幹事
として新任されました。揃いのオレンジのベストを
着用して愛媛県代議員として総会に参加し、全国の
看護師パワーを感じる一日でした。

ることを身近に感じました。
　青年部の活発な活動を頼もしく感じつつ、壮年部
（？）なりの役割を模索しながら今後も連盟活動に関
わり続け、今だけでなく未来がより良い現場になる
よう頑張ります。
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　愛媛県看護
連盟会員研修
が 4月2 0日、
看護研修セン
ターであり参
加しました。

『看護のイノ
ベーション、
自 分 も 元 気
に、職場も元気に』というテーマで、テルモ株式会
社顧問の松村啓史先生にご講演いただきました。元
気になれる講演との評判通り、募集人員200名のと
ころ約230名の参加があり、会場は熱気に包まれて
いました。
　最初から笑いの渦の中、たくさんの気になるワー
ドが飛び出してきました。『作業をやめて仕事をしよ
う。自分と組織の売りを造ろう。患者満足よりもス
タッフ満足が大事。キュアからケアの時代、ナイチ

　私は看護連
盟には実際に
加入していま
すが、どんな
活動をしてい
るのか十分理
解できていま
せんでした。
今回このイベ
ントで看護連盟の活動内容などを聞き、連盟の存在
は現場で働いている看護師の声を届ける大切な役割
をしていることがわかりました。また、その声を届
けるためにも国政に関わる看護職を増やすことで、
働きやすい環境になっていくということも理解でき
ました。そのためには、しっかりと選挙に参加して
いかないといけません。しかし、私自身選挙に行っ
たことがありませんでした。やり方がわからない、
面倒くさそう、時間がないと行っていませんでした。
　今回の講座では選挙の方法についてわかりやすく

ンゲールは最高の経営者。看護は世界唯一、愛を基
盤とした最高の仕事。「できる」と信じるか、「でき
ない」と信じるか。看護イノベーションは熱狂する
現場づくり、やる気・元気は職場に伝播する』など、
講演が終わるころには、勇気と元気を頂き、イノベー
ションというと尻込みしてしまいますが、日常できる
ことを行動に移していこうと思えるようになりまし
た。貴著な楽しいご講演ありがとうございました。

2019年愛媛県看護連盟会員研修に参加して
松山赤十字病院　塩崎 博子

ポリナビワークショップに参加して
� 済生会松山病院　伊藤 茉緒

教えていただいたことで、思っていたよりも簡単な
ことに驚きました。また、期日前投票があり、夜勤
で当日選挙に行くことができなくても選挙をするこ
とができることを知り、今後そういった制度も利用
して投票に参加しようと思いました。また、石田ま
さひろさんが様々な活動をしていることも知ること
ができてよかったです。ＳＮＳでも看護連盟の情報を
知ることが出来るので、私も登録して看護連盟の活
動を知っていきたいと思いました。

5月11日（土）10：00〜12：00　愛媛看護研修センター
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　令和元年8月7・8日の2日間、私達、看護連盟ク
ラブ9名は、愛媛県看護連盟吉田昭枝会長、新居浜
第一支部鎌倉文子支部長と共に、東京の日本看護連
盟・国会見学に参加させていただきました。

　1日目は、日本看護連盟にて、ナイチンゲール記
章の授与式に参列してこられた大島敏子会長にお会
いした後、和田幹事長から日本看護協
会と日本看護連盟の連携や看護政策に
ついて講義していただきました。政治
は、良い看護環境を作るための手段で
あり、看護政策を実現するためには、
若い世代が政治に関心を持つことが重
要だと学びました。全国町村会館での
夕食会には、先日の参議院議員選挙に
当選された石田まさひろ議員と前田和
哉青年部担当幹事も来てくださり、和
気あいあいとした雰囲気の中、看護職
のこれからや課題、看護連盟クラブの
活動や学校生活など、直接意見交換が
出来て充実した時間になりました。

　2日目は、議員会館にて石田事務所政策秘書の五
反分さんから「看護の力で日本を元気にする」を講
義して頂きました。～アサーティブに思いを実現す
る～という言葉が非常に印象的で、問題に直面した
ときに文句を言ったりするだけでなく、改善するた
めの道筋を考え働きかけることが重要だと学びまし
た。その後の国会見学、首相官邸見学は大変興味深
く、「国の最高機関」がとても身近に感じられました。
今回の活動を通して、看護連盟の役割を理解し、政
治への関心を深めることができました。

十全看護専門学校看護連盟クラブ
東京見学レポート� 十全看護専門学校3年　岡　 大智

［アンフィニ］2019年夏号〈№536〉に紹介されました！
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新任幹事ご挨拶
� 新幹事・前西条支部長　大仲 道子

退任のご挨拶
� 前中予第6支部長　泉　恵美子

　平成26年から西条支部長を務めさせていただきました。看護連盟の目的である私たちの代表を国政に送
るという活動を会員に理解していただき、選挙時には大切な一票を投票に繋げるために悪戦苦闘でした。
でも、会員の皆様の協力で目的達成できた時には安堵しました。役員会を通しては顔の見える関係から、
看護感や人間としての大切な情報を得ることができ、自分自身成長できた5年間でした。大変楽しく活動
することができました。感謝申しあげます。
　7月から看護連盟幹事に就いています。吉田会長の組織運営３S（ストロング＝強い組織・スピーディー
＝機動力のある組織・スマート＝きびきびとした組織運営）を念頭に微力ではありますが、力を尽くしま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

　平成26年度に支部長の任を拝命し活動してまいりました。連盟活動は全くの未経験者でしたが、県役員
の方々、支部会員の皆様のお力添えを受け、無事に支部活動を進めることができました。皆様に感謝いた
します。
　今年度は、石田昌弘議員の参議院選挙の応援が締めくくりとなりました。活動を通して“熱伝導”の難
しさを痛感すると同時に、先輩諸姉の“熱源の熱さ”に学ぶことが多くありました。今後は一会員として
活動支援してまいります。

支部名 前支部長 新支部長

西条支部 大　仲　道　子 日　浅　千代美

◆今後の研修計画
研　修　名・テ ー マ・講　師 日　　時 会　　　場

東予地区新規フォローアップ研修
　グループワーク
　「こんな職場だったらいいのにな♪」

9月14日（土）
10：00～12：00 西条市地域創生センター

新任支部長・役員・リーダー等研修
　講義1「新支部長・幹事長・幹事の役割」
� 今治支部長　曽我部恵子
　講義2「リーダーの役割」
� 中予第7支部幹事長　倉橋　千秋

9月21日（土）
10：00～12：30 愛媛看護研修センター大研修室

中予地区新規フォローアップ研修
　講義1「看護連盟について」
� 青年部中予副ブロック長　上田　竜也
　講義２「『えひめ地域リーダー育成塾』に参加して」
� 松山記念病院　看護師　白石　通頼
　グループワーク
　「看護師として夢や誇りを持ち元気に働くために」

10月12日（土）
10：00～12：00 愛媛看護研修センター大研修室

都道府県別会議 11月19日（火）
13：30～15：30 道後山の手ホテル

受章おめでとうございます
令和元年度春の叙勲 瑞宝単光章

伊藤 千鶴 様 愛媛労災病院看護部長

支部名 前支部長 新支部長

中予第6支部 泉　　　恵美子 大　西　文　恵

◆支部長交代のお知らせ
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編集
後記

皆さんのご協力で無事、石田まさひろ議員が２期目をスタートさせることができました。引き続き、
連盟活動に、ご協力をお願いします。

　会員の皆様、日頃より連盟活動に参加して頂きありがとうございます。

　今年度より愛媛県看護連盟青年部代表に拝命いたしました。

　昨年は旧代表を中心に各ブロックが協力し活動を行ってきました。メンバー

変更や新たな取り組みに苦渋したこともありましたがそれぞれが意見を出し

合い、そして助け合い新しい青年部の土台ができた一年でした。それを引き

継いで代表としての役目をしっかりと果たしたいと思いますのでどうぞ宜し

くお願いします。

　私たち青年部も皆様と同じ気持ちで常日頃、「看護師の代表を国政に」と思

い活動を行っています。皆様の熱い気持ちと行動力が熱伝導となり、石田ま

さひろ議員2期目の当選へと導いたのではないでしょうか。皆様には今後も私

たち青年部と一緒に看護師の代表議員を応援して頂きたいと思います。

　最後に私たち青年部は今年度も様々な取り組み、活動参加を考えておりま

す。若い世代にも連盟活動を身近に感じて頂けるよう青年部から情報発信し

ていきたいと思います。随時、青年部役員のメッセージをホームページにアッ

プしていく予定ですので、チェックしてみてください。常に愛媛看護連盟の

運営方針「３S」　STRONG SPEEDY SMARTを忘れることなく、皆様に愛さ

れる青年部でありたいと思います。

よろしくお願いします

愛媛県看護連盟青年部代表・松山市民病院　冨永　祐子

若葉
リレー

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


