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研修会のご案内

入会案内

石田まさひろ議員を応援する会入会のお願い
香川県看護連盟

会長

渡邊 照代

昭和34年の日本看護協会総会で、看護職の代表を国政の場に送り、協会と一体
となって組織的な支援をするために、看護連盟の設置が決定しました。その後、
保助看法の改正、人材確保法の制定をはじめとした、さまざまな看護界の課題解
決が図られてまいりました。他の医療職能も含め、比例区に多くの代表が送らて
おります。
今、石田まさひろ議員を応援する会の入会をお願いしています。会員の皆様は、石田議員の活動を
よくご理解いただき、看護問題の解決のために、応援する会への入会促進についてご協力いただきま
すようお願いいたします。

ごあいさつ
香川県看護協会

会長

中村 明美

香川県看護連盟会員の皆さまにおかれましては、活動が県民の健康生活実現に
寄与する使命と理解して、目標に向かって、ひるむことなく、あきらめることな
く、根気強く活動を継続していただいていますこと、深く感謝申しあげます。
ただ今、看護協会は、看護職地域連携活動、特定行為研修受講者の増加、看護
教育制度改革―看護師基礎教育４年制化、ナースプラクティショナーの制度化、
そして会員増等が課題となっています。
看護の政策実現は、会員の皆さまの活動から出発すると思っています。政策実現に向かって看護協
会、看護連盟の会員をさらに拡大しつつ、強固な連携のもとで効果的に活動して参りたいと思います。

看 護 職 代 表 議 員 の 活 動 だ よ り
恵美子
い
が
たか

参議 院

議員

あべ俊子

衆議 院

議員

大盛況！
現代女性の健康問題について

し、
ら
・く
ち
西日本豪雨災害で被災した
いの ばん！ 地元岡山に戻り、現状など聞
かせていただきました。
いち
ウィメンズヘルスアクション主催、超党派女性
医療職エンパワメント推進議連&自民党看護問題
対策議連の共催で院内集会を開き、280名を超え
る参加をいただきました。
経済産業省が行った働く女性の健康調査や日本
看護協会が行った看護師実態調査の結果から、働
く女性たちの抱える様々な健康課題が浮き彫りに
されました。

生
木村弥

衆議 院

議員

子供のいのちを守るために
東京目黒区で起きた痛ましい
虐待死事件を受けて開かれた
児童養護と未来を考える議員
連盟で司会を務め、児童相談
所の抜本的な改革などを求め
る決議文を加藤勝信厚生労働
大臣に手渡しました。
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参議院議員

石田まさひろ

活動報告
働き方改革関連法案
今国会の最重要法案「働き方改革関連法
案」が6月29日参議院本会議で成立しました。
当初から与野党が大きく対立し、筆頭理事と
して野党と折衝を行う中で緊迫した局面を幾
度も経験しました。しかし、前日の厚生労働
委員会では、強硬ではなく、委員が着席して
採決できました。
看護の現場でもいよいよ働き方改革を本格
的に進めなければなりません。

受動喫煙の防止推進
望まない受動喫煙の防止を推進する健康増
進法の一部を改正する法律が参議院本会議で
成立しました。
7月10日 参議院厚生労働委員会で、受動喫煙防止を審議、参考人を
招き質疑しました。

定しました！

党公認候補に決
民
自
表
代
例
比
参議院議員通常選挙

7月20日、第25回

5月15日参議院厚生労働委員会「医療法及び
一部を改正する法律案」の審議で質問

6月4日参議院本会議の「働き方改革」法案の趣旨説明後代表質
問をしました。

5月9日
自然エネルギーに関する調査会

参議院議員

援 する会」
「石田まさひろを
する会」の活動
「石田まさひろを 応
看護が抱えるさまざまな課題を政治的に解決し、

看護政策を実現していくために

石田まさひろの政治活動を応援する
カンタくん

レンコちゃん

香川県看護連盟会員の皆さまが、全員入会して応援しましょう!
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平成30年度

日本看護連盟

通常総会

日時：平成30年6月5日㈫
会場：ザ・プリンスパークタワー東京
出席者数：約1,700名

開会挨拶の草間会長と本部役員の皆さん

REPORT

平成 30 年度
日本看護連盟通常総会に参加して
香川県看護連盟青年部

6月5日、東京都港区のザ・プリンス

浅田早紀子

パークタワー東京において、平成

30年度日本看護連盟通常総会が開催され、代議員として参加させていただ
きました。総会には全国から約 1700 名が出席し、規約の見直しやスロー
ガンの周知、事業計画案、予算案など、 7 議案が審議され、すべて原案ど

総会後の「石田まさひろ決起大会」
石田まさひろ議員は公務のためビデオメッセージで参加
会場には「なりきり石田まさひろ」が登場

おり可決されました。
冒頭、草間朋子会長の挨拶では、現代のニーズが多様化する中、看護職
には患者の声に耳を傾け QOL の向上に繋げる役割が求められていること、
そして看護職がチーム医療の中心であることが述べられました。しかし、
現場には様々課題があります。課題を解決するためには制度化・法制化す
ることが重要であり、看護連盟は看護政策の実現に向けて活動する組織で
あること、そしてその連盟の活動をより多くの人に知ってもらう必要があ
ることが呼びかけられました。総会に参加させていただくことで、より政
治に関心を持ち、看護の代表を国会に送る重要性を改めて認識する機会と
なりました。
総会の後には都内で青年部の懇親会が行われました。全国から集まった

大阪府看護連盟の皆さんと
青年部有志が応援ソングでエールを送りました

青年部の方々と楽しい時間を過ごすことができ、交流を持つことで様々な
刺激を受けました。また、お忙しい中、あべ俊子議員、石田まさひろ議員
が会場に足を運んでくださり、 1 人でも多くの青年達と触れ合える時間を
大切にしてくださっていることを改めて感じました。今回の貴重な体験を
通して、これからも看護職として働けることに誇りを持つとともに、政治
に関心を持ち、少しでも多くの同世代の方々に活動を広めていくお手伝い
ができればと感じます。

国会見学

青年部懇親会

参議院本会議傍聴しました！

参議院議員会館

自民党本部
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石田まさひろ議員事務所

総裁室

平成30年度

香川県看護連盟

通常総会

日時：平成30年7月1日豸
会場：（公社）香川県看護協会看護研修センター
出席者数：541名

特別講演 講師
石田まさひろ参議院議員
お礼の気持ちを応援エールで
司会

土居大剛青年部長

新任役員挨拶

議長の小松支部長と
徳田支部長

村井由紀子副会長と
三好通子幹事長

日本看護連盟通常総会代議員報告
米井恵都子支部長

大ホールに新設された
モニターで議員がよく
見えました

旧役員挨拶
安藤幸代副会長

平成30年度

活動 報 告

施設訪問（石田まさひろ議員）

自民党青年部・青年局 第85回自民党大会
Ｈ30
・女性局大会
Ｈ30
3/25
（日）
3/24

Ｈ30

5/19

香川大学医学部附属病院

（土）

（土）

介護施設

夕凪グループ

女性局大会にて香川県看護連
安藤副会長が表彰されました

（公社）香川県看護協会・連盟合同研修会

Ｈ30

8/5

（日）
たかがい恵美子参議院議員の講演
「看護関連政策の動向」と
浜田恵造知事による「県政報告」に
242名が参加しました。

Ｈ30

7/1

香川県立中央病院

（日）

第4支部集会にて講演

募金にご協力いただき有難うございました！
西日本豪雨災害で被災された愛媛県看護連盟・広島県看護連盟に、
集まった61,402円を一日も早い復興を祈念して送りました。
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善通寺支部

連盟第6支部
支部会員数：149名（Ｈ30年６月現在）
支部長 徳田 久美子
連盟第6支部は、各病院で部署毎に病棟連絡員2名
を配置し、支部活動が円滑に行えるよう協力体制をと
っています。しかしながら、会員の中で温度差がある
のも現実です。
「法改正がなされなければ職場は変わらない」とい
うことを自覚し、来年の参議院議員選挙に向けて、役
員と会員が連携して活動できる環境を整えていきたい
と思います。
滝宮天満宮

第6支部

念仏踊り

支部研修会

支部役員の皆さん

支部集会 Ｈ30.7.7

善通寺支部
支部会員数：102名（Ｈ30年６月現在）
支部長
貞廣 幸子
善通寺支部は、支部会員数が香川県で一番少ない支部です。
平成17年からのリフォーム連盟の取り組みの中で、平成20年度に連盟第６
支部から独立し、善通寺支部が誕生しました。母体は、国立病院機構善通寺
病院、国立病院機構香川小児病院、附属善通寺看護学校、香川看護専門学校
でしたが、平成25年に四国こどもとおとなの医療センター創立で、状態が変
化しています。
支部は新施設が母体となり５年ですが、連盟の役割を協会員に理解しても
らい、強力な連盟活動をめざしています。

総本山善通寺大門と五重塔

支部集会 Ｈ30.7.7
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6/5

青年部幹事 山本 真吾
平成30年６月５日（火）ザ・プリンスパークタワー
東京（地下２階きんもくせい）にて看護連盟全国青年
部代表者会議が開催されました。昨年より看護連盟青
年部の今後のあり方を検討することを目的とし、全国
を６ブロックに分け、各ブロックの代表で結成された
ワーキンググループメンバーを中心に全国47都道府県
から75名の代表が各ブロックに分かれて今後の青年部の活動の方向性など議論が交わされました。
ブロック内でのネットワーク構築、青年部の名称変更、ポリナビの在り方などについて意見交換ができ、有意義な
会になりました。

第11回ポリナビワークショップinさぬき

Ｈ30

6/17

青年部と第１支部とのコラボで開催しました

第12回ポリナビワークショップinかがわ
テーマ『世界一受けたい、石田まさひろ特別授業開講』

基調講演「看護の未来を考える男、石田まさひろ物語」講師石田まさひろ参議院議員

グループワーク「私が看護師を目指した理由」
「どんな看護師になりたいか！」
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青年部活動

全国青年部集会

Ｈ30

Ｈ30

5/19
参加数300名

報
告

研修会のご案内
平成30年度推進集会

平成30年度第１回香川県看護連盟

リーダーセミナー

日時：平成31年２月３日（日）10:00〜11:00
会場：香川県看護協会 看護研修センター
対象：香川県看護連盟会員
講演：「看護関連政策の動向」
講師：参議院議員 石田 まさひろ 氏

日時：平成30年10月31日（水）10:00〜12:00
会場：香川県看護協会 看護研修センター
対象：香川県看護連盟役員・支部長・支部役員・
施設連絡員・病棟連絡員
講演・グループワーク「リーダーの役割」
講師：日本看護連盟 常任理事 尾形 妙子氏

編集後記

2015年にvol１を発刊し、今回vol７を皆
様のお手元に届けることができました。皆様
に興味をもって読んでいただけるよう委員一
同気持ちを新たに頑張っていきます。楽しみ
にしておいてください。2019年は参議院議
員選挙です。看護職の気持ちをひとつにして
頑張りましょう?

平成30年度第２回香川県看護連盟

リーダーセミナー
日時：平成30年11月17日（土）14:00〜16:00
会場：香川県看護協会 看護研修センター
対象：香川県看護連盟役員・支部長・支部役員・
施設連絡員・病棟連絡員
講演・グループワーク「リーダーの役割」
講師：香川県看護連盟 会長 渡邊 照代氏
平成30年8月発行

入会案内

広報委員
福岡 章子 平山 道子 土居 大剛 山本 真吾
森 智子 中村 朱美 三好 通子

発行所／香川県看護連盟

香川県高松市国分寺町国分152-4

責任者／渡邊

照代

平成29年度の連盟会員受付中！
平成30年度の連盟会員受付中！

私たちがめざすのは、人々が健康で明るく暮らせるような社会を作ることです。そのために労働環境の改善をはかり、
看護教育の水準を高めるなどの体制づくりが必要です。

年会費

正会員

9,000円（日本看護連盟費5,000円・香川県看護連盟会費4,000円）

看護協会員であること

特別会員
賛助会員
学生会員

年会費

9,000円（日本看護連盟費5,000円・香川県看護連盟会費4,000円）

正会員の経歴を有し、未就業で現在看護協会員でない人
年会費

1,000円

看護連盟の主旨に賛同する方 看護職でなくても入会可
年会費

無料

看護学生で、看護連盟の主旨に賛同する方

あなたの参加が看護連盟の推進力

申し込み先：香川県看護連盟

香川営業所

0120-301507

TEL087-875-1260

〒761-0301 香川県高松市林町 2518-7
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FAX087-875-1261

http://www.toyoumo.co.jp

