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だるまに目を入れる悦永会長 石田昌宏氏初登院

みなさまありがとうございました

ご当選おめでとうございます

国会議員バッジ

7 月 21 日、お陰様をもちまして参議院選挙で当選

することができました。

何をおいてもまずはいただいた多大なご支援に感謝

申し上げます。

熱伝導をテーマにした選挙戦だけあって、お一人お

一人の熱い想いを今もなお感じ続けています。

この想いは、私のこれからの行動への期待であると

承知しております。

改めて責任の大きさを噛みしめています。

全国の皆様の期待に応えるため、健康医療福祉の

様々な現場そして暮らしの場での多くの課題を解決し

なければなりません。

男性看護職では初となる参議院議員としての大きな

役割も果たさねばなりません。

この立場をいただいた以上、その役割、使命を果た

すべく、全身全霊をかけて取り組む所存です。

20 万以上もの票をいただいたことの重みを忘れる

ことなく、これからも精進し前に進んでまいります。

心より感謝申し上げますとともに、今後とも見守り

続けていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

コスモスが風にゆれ、土手に赤トンボが舞い、今年

の夏の猛暑を忘れさせてくれる、爽やかな良い季節と

なりました。

皆様お健やかにお過ごしでいらっしゃいますか。

７月の参議院選挙には、猛暑の中、熱い！熱い！ご支

援、ご協力をいただき心より感謝申し上げます。お蔭

様で「石田まさひろ」参議院議員が誕生致しました。

「石田まさひろ」 議員は、私達看護職の想いや、国

民の願いの実現、超高齢少子社会の中で未来のより良

い社会保障の実現に向けて、国会で活動を開始いたし

ました。「石田まさひろ」 議員の真摯な姿勢に心打た

れ、国政に送ることができたことを、改めて皆様と共

に喜びを分かちあい、「石田まさひろ」 議員の今後の

活動を大いに期待いたしたいと思います。

今後も皆様の忌憚のないご意見を「石田まさひろ」

議員、群馬県看護連盟にお寄せ下さるようお願い申し

上げます。

最後に、皆様方に心よりの感謝を申し上げ、今後も

変わらぬご支援、ご指導をお願い申し上げる次第でご

ざいます。ありがとうございました。
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平成25年度　新役員の言葉

役　　　職 氏　　　名 勤　務　先
会　　　 長 悦永昭子 在宅
第 1 副会長 藤田恵子 群馬中央総合病院
第 2 副会長 森田せい子 済生会前橋病院
幹　事　長 山崎たま 在宅
幹　　　 事 鈴木良重子 前橋赤十字病院
幹　　　 事 六本木京子 前橋赤十字病院
幹　　　 事 大塚千子 在宅
幹　　　 事 小林照江 在宅
幹　　　 事 斎藤八重子 在宅
幹　　　 事 岩井隆子 在宅
監　　　 事 佐藤富代 在宅
監　　　 事 小島恵津子 はんな・さわらび療育園

支　部　名 氏　　　名 勤　務　先
前橋 1区支部 草間敏子 群馬中央総合病院
前橋２区支部 佐藤知子 済生会前橋病院
前橋３区支部 武井晴人 善衆会病院
高崎 1区支部 真下孝江 日高病院
高崎２区支部 山川正枝 榛名荘病院
高崎３区支部 藤井深雪 第一病院
高崎４区支部 安ヶ川奈穂美 サンピエール病院
高崎５区支部 斉藤恵子 館出張佐藤病院
桐 生 支 部 友野知江子 髙木病院
太 田 支 部 滝川房子 太田記念病院
伊 勢 崎 支 部 根岸恵子 伊勢崎福島病院
館 林 支 部 佐藤富代 在宅
富 岡 支 部 松本卓治 公立七日市病院
藤 岡 支 部 小田桐みどり くすの木病院
安 中 支 部 渡辺真 ( 代理） 公立碓氷病院
渋 川 支 部 塩野谷正子 北関東循環器病院
中 之 条 支 部 清水みつ江 原町赤十字病院
沼 田 支 部 関　妙子 ほたか病院
みはる会支部 中村静江 在宅

平成25年度
役員紹介

幹事長 幹事

監事 藤岡支部長

富岡支部幹事・会計 安中支部

山崎 たま 六本木 京子

小島 恵津子 小田桐 みどり

矢島 修 渡辺 真

平成 25 年群馬県看護連盟総会にて幹事長の大任を
お引き受けする事になりました。同時に第 23 回参議
院議員選挙に突入、OB の方や役員、支部長の皆様
のご指導のもと活動させていただきました。

「石田まさひろ」さん当選万歳！今後も看護政策実現
のため、組織強化に向けて頑張りたいと思います。宜
しくお願いいたします。

今年度から幹事を拝命しました。拝命してすぐに石田
昌宏氏の参議院選挙があり、たくさん勉強させていた
だきました。看護連盟は看護協会の政策実現のため
に活動する看護協会員の集まりです。「一人でも多くの
人を」合言葉に頑張りたいと思いますのでよろしくお
願いいたします。

監事を仰せつかりました小島恵津子です。
看護連盟の使命と役割を看護職の皆様に理解してい
ただき、会員を増やしていきたいと思っています。そ
して組織が強く、たくましく成長することを目標に活
動していく所存です。

今年４月から任期途中ではありましたが都合により前任者か
ら急遽交代となりお世話になっております。
３ヶ月後には選挙を控えたあわただしい時期での交代でし
た。連盟の活動を十分理解していたとは言い難く、皆さん
の熱意に圧倒されながらの数ヶ月でした。今後もご指導頂き
ながら少しでも力になれればと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

富岡地区支部の幹事、会計を勤めさせて頂く事になり
ました。まだまだ未熟ですが、連盟の活動に少しでも
貢献できるよう努力して行きたいと思います。よろし
くお願い致します。

今年度より新役員として、看護連盟活動の理解を深め、
安心安全な医療を携わる一員として現場を踏まえなが
ら、支部組織力・人材力の更なる強化に努めて行きた
いと思います。
ご指導よろしくお願いします。
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群馬看護連盟通常総会が開催されました
平成25年6月18日（火）ニューサンピア

重点目標
1 看護職の代表を国政に必ず送る
2 確かな政策実現力を持つ
3 強力な集票力を持つ
4 多くの人材提供力を持つ

「ベッドサイドから政治を変える」～看護職
の代表を国政に必ず送る～

日本看護連盟名誉会員になられた
横山秀子様

総会後のアトラクション
八木節

だんべえ踊り

「石田まさひろ」政策研究会群馬集会
参加者
750名

青年部

群馬中央総合病院有志の力溢れる応援青年部（群馬、東京、静岡、千葉、長野、福島）の応援
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7月21日午後8時10分当選
おめでとうございます

8月19日　来県当選ごあいさつ

6月18日　石田さんと役員

7月11日（木）
選挙カー清水会長来県

日本看護協会坂本会長と
日本看護連盟草間新会長バンザイ 県連須藤幹事長と握手

セカンドレベル認定看護管理者研修の皆さんと 看護教育センターにて看護連盟と看護協会の皆さんと

福田事務所の婦人部の方々と

7月11日　太田会場 7月11日　太田青年部ガンバロウコール
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新任リーダー研修会 7月6日（土）

ポリナビワークショップ in 群馬 6月18日（火）

出席者
133名

出席者
150名

看護師・市議・県議・国会議員の立場から発言 座長・森田副会長

群馬県看護連盟 新任リーダー研修会（シンポジウム形式）
代表を国政に送るための役割 ～生活(看護)と政治・行政のしくみ～

Choice「私たちの進む道」 群馬県看護連盟青年部

日　時：平成 25 年 7 月 6 日 ( 土 ) 13：30 ～ 16：00　　場　所：群馬県看護教育センター 大研修室

シンポジスト
座長 群馬県看護連盟副会長 森田せい子
1 国会議員 井野 俊郎 衆議院議員
2 県会議員 須藤 昭男 自民党群馬県連幹事長
3 市会議員 髙井俊一郎 高崎市議会議員
4 看護連盟 佐藤 富代 群馬県看護連盟監事兼館林支部長

今回のイベントでは、参加者が参加したいテーマをChoice する形で進めていきました。各会場には人数制限があり、中には「参
加したい会場に参加できなかった」という方もいましたが、こういった研修に何時から会場入りするか。迷った時にどう行動でき
るか。そういった細かい一つ一つの Choice が私たちの生い立ちを作り上げています。それはこれからも同じであり、今後看護
師を続けていく中でどういった選択が必要なのかを考えるきっかけになればと思いイベントを構成しました。私たち看護師は、
超高齢化社会と社会保障を考えなくてはいけない時代に仕事をします。指示待ちという受け身の立場でいては、こういった問題
を解決することは難しいと感じています。そのためにも看護協会・看護連盟の活動が重要であり、会員の一致団結が必要だと思
います。

さて、実際に行われたイベント内容を少し紹介させて頂きたいと思います。
赤城会場で行われたエネルギー問題と看護は、第 2 回ポリナビワークショップでも触れた内容です。日頃看護の現場で使用し

ている物品が今後どうなるのかを考え、ワークショップを進行していきました。ワークショップの中では「看護の本質」にも触れ
るような話し合いもあり、日頃考えもしなかった視点を考えることができました。また、THE 終活では今後の超高齢化問題に触れ、
個人的にリビングウィルカードを書いてみたりすることで、死生学に触れ、さらに宗教観を取り入れた死生学についても学びました。

災害をテーマにした榛名会場では、まず前橋日赤病院の DMAT 隊員、高寺由美子先生を講師に迎え東日本大震災での活動
を紹介して頂きました。そして実際震災を体験した福島県の看護師、養生会かしま病院の岡田聡子さんを迎え講演を頂きました。
中には涙を流す参加者もいて、とても充実した内容でした。

榛名会場で行われた DANs というイベントは東京で開催されているイベントです。看護師という資格を持ちながら、臨床や
地域、法人などの第一線で活躍している看護師を紹介するイベントで、参加者にも新たな道、新たな刺激を受けた内容となりま
した。

私たち看護師は病棟が違えば話したこともない人がいます。様々な課題を心に秘めていますが、なかなか話す機会がありませ
ん。私たち群馬県看護連盟は看護協会の政策実現のために活動していますが、看護師が共通に抱いている問題を話し合う機会
を作ることが大切だと考えています。今回のイベントでは群馬・東京・静岡・千葉・長野・福島から看護師の仲間が集結したこ
ともあり、県を超えた素敵な交流も実現しました。今後も、病院の枠、県の枠を超えた交流を図り、様々なイベントを企画して
いきたいと考えています。

受講者からの感想
・市・県・国会議員の先生の考え方や意見を聞き勉強
になった（5）

・看護職を国政に出す事の大切さが理解できた（3）
・看護職の代表を国政に送り、現場の声を国政に届け
るために活動と協力をしたいと思う（３）

・講義を受けたことで、以前より行政に興味を持つよ
うになった（２）

「赤城」会場
群馬県看護連盟青年部企画のワークショップ

「妙義」会場
災害をテーマとしたワークショップ

「榛名」会場
DANs（様々な分野で活躍するナースによる講演）

① エネルギー問題と看護
② THE 終活 Death Education

① ぐんまの災害派遣対策チーム DMAT
② 災害直後と今 福島県のナースより

① 特定非営利活動法人 日本医療政策機構 窪田 和巳
② 株式会社ホスピタリティワン代表取締役 高丸 慶

文責：神戸宣輝
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群馬県看護連盟新人研修会 9月7日（土）出席者
221名

講義：「看護連盟について」　群馬県看護連盟青年部代表　神戸 宣輝

ファーストレディから学ぶ接遇マナーとコミュニケーション技術
講　師：元内閣総理大臣福田康夫令夫人 福田貴代子様

新任リーダーセミナーに参加して

新人看護職員研修に参加して

館林厚生病院　一ノ瀬 美恵子 沼田支部長　関 妙子

一般財団法人榛名荘病院　野中 麻美

「制度が変わらなければ、何も変わらない」
シンポジウムで講師が言った言葉が頭に残りました。労働環

境や教育に関する問題、看護師不足など、いろいろな場面で実
感しています。しかし、現場であれこれ悩んだり願ったりする
だけでは、その先に進むことはできないのだと再認識しました。

私たちは制度によって守られ、今日を働くことができていま
す。保健医療福祉改革がすすめられている今、変化していく法
律や制度に取り残されないように、現場の声を国政に届けてく
れる代表が私たちには必要です。専門職として、すべての人が
その力を発揮できるように、元気に働き続けられるように、一
人一人の一票が大切なんだと思いました。シンポジウム後の質
疑応答でも和やかな空気の中で意見交換がされ、皆さんの思い
を感じることができました。「看護師の底力」、自分もその一端
に加われたようで、うれしく思いました。

昨今、国民の政治（選挙）離れが叫ばれて久しいですが、
その中でも問題として感じるのが、若者の政治への関心のなさ
です。今年二十歳になる息子を持ちますが、すでに誕生日を迎
えている同級生たちに今回の選挙について話をしたところ、行
く気がない、行かないという言葉が聞こえてきました。選挙権
を得て初めての選挙なのに。

研修の質疑応答で「若者が政治に興味関心を持ち、投票に
行くようにするにはどうしたらいいと考えますか？」と議員の先
生に質問させていただきました。「インターネットや、広報活動
を通じて政治に関心を持ってもらうよう工夫すること」という
回答。インターネットを活用する若者が、自分と政治を結び付
けられるよういかに興味を引く内容にするかが課題であると思
いました。医療・看護は政治・行政に大きく影響される仕事です。
看護をよく理解している看護の代表を国政に送り続けることが
自分たちの処遇改善や地位の向上につながることを訴え、一人
一人が「自分が投票しなくては」と捉えてもらうことが看護連
盟役員としての使命であると感じました。

９月７日（土）群馬県権看護教育センターにて新人看護職員
研修に参加しました。

前半は日本看護連盟についての講義がありました。
今後の日本は高齢者が増加すること、それに伴い認知症患

者、在宅での看取りも増加することが見込まれるため、看護師
の確保が重要となるというお話がありました。

そのためには、職場の環境を整え、離職防止のため、法の
整備をする国会議員が必要であることが理解できました。

後半は元総理大臣夫人によるファーストレディーとしての心
構えについてのお話が聞けました。この中で、人をおもてなし
するには、身だしなみを整え、謙虚な態度や細かい気配りが必
要であるというお話がありました。

日頃私達が行っている看護業務と共通する点がいくつかある
と感じました。

今後も、おもてなしの心を忘れず看護を続けていきたいと思
います。

受講者からの感想

受講者からの感想

・青年部の神戸氏の看護連盟の歴史は非常に理解しやすかった
・看護連盟のことにもっと意識を向けようと思うことがで
きた

・看護連盟の活動を知ることができた
・看護連盟に加入しなければならない理由が理解できた

・こんな真剣に集中して講義を聞けたのは初めてでした
・勉強になった（６）すごく良かった（４）楽しく聴け
た（３）

・感動した、励みになった（２）総理夫人の仕事に興味を
持ち聴く事ができた（４）

・苦しいとき私より相手はもっと苦しいんだと心に残る講
演だった

・ファーストレディからもてなす気持ちや心を学んだ（３）
・普段聞けない貴重な話を聴けてよかった（３）
・相手を考えてコミュニケーションをとっていくことの大
切さが解かった（３）

・鶴の効果は凄いと思った（１）鶴の折かたを学ぼうと思
う（１）

・コミュニケーションの技術の大切さを改めて感じた（２）
・コミュニケーションは立ち居振る舞いや、話でイメージ
が変わることが解った。また、今回の研修で得たことを
活かしていきたい

・令夫人の「自分で考えて行動し、恥ずかしくない行動」
という言葉に深く感銘しました

・国の責任感を背負い行動していくことがどんなに大変で、
自分の行動ワークが大きな影響力を持つことを聴くこと
ができた
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あなたの入会があなたの問題を解決します

看護管理者トップセミナーワークショップ

あなたの入会があなたの問題を解決します

申込用紙追加請求やお問合せは下記まで

日本看護連盟会費5,000円・群馬県看護連盟会費3,000円 計 8,000円

年　会　費
入会はいつでもできます。お待ちしております。

TEL 027-264-1081 FAX 027-264-1082 E-mail:nkr-gunma@lily.ocn.ne.jp

編集後記
第23回参議院選挙では石田昌宏氏当選で終える事が出来、皆様には大変お世話になりました。厳しい選挙で大変な努
力の賜だったと思います。ご協力ありがとうございました。多くの皆様に連盟活動を理解していただき、看護の質の向上
と働きやすい職場環境を作れるようにこれからもやっていきたいと思います。

会員数（8月末日）
4,050名

お 知 ら せ

看護教育センター平成25年11月3日〈日〉

平成25年度一般会員研修会（国会見学）
平成25年10月24日〈木〉

看護の代表議員・地元国会議員“国会議員と語ろう”
皆様のご参加をお待ちしています

「これからの社会に求められる看護の役割」　　　　　
　　　　　　～少子超高齢多死社会に看護は何をするべきか～

講師　参議院議員　石田まさひろ先生

 参加者45名

幹事　鈴木・六本木・小島


