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石田まさひろ 参議院議員 誕生！！石田まさひろ 参議院議員 誕生！！
初当選！ おめでとうございます

大分県看護連盟
会長　安東　和代

　７月の大変な暑さの中，熱い熱伝導で石田昌宏参議院議員が誕生しました。
第23回参議院議員選挙で、石田昌宏前日本看護連盟幹事長がみごと初当選を果たしました。これも看
護連盟会員の皆さまをはじめ、看護協会の会員の皆さま、応援して頂いた方々のご支援の賜物と心から
感謝申し上げます。
　昨年１月の都道府県会長会において、石田昌宏氏を候補予定者と内定し、６月の日本看護連盟通常総
会で決定しました。
　石田氏は内定後から日本を６周され、大分県では県内の70余りの施設を訪問し、1500余名の方々
にお会いしました。お忙しい中、皆さまには貴重な時間を頂きありがとうございました。
　看護職の国会議員として、日本を６周して貯めてこられたエネルギーを看護の現場の課題解決のため
に発揮して頂けると思います。
　大分県立看護科学大学の前理事長兼学長の草間朋子先生も、清水嘉与子会長の後任として、新会長に
就任されました。微力ながら新会長をしっかり支えていかなければと思いを新たにしているところです。
　今後とも、ご指導・ご協力の程どうぞよろしくお願い申し上げます。
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全国獲得票数　　201,109票
大分県獲得票数　　３,508票

第23回参議院比例得票数

平成 25 年度
大分県看護連盟  会員数

連盟会員 3,462 名
特別会員 　2 名
賛助会員 　18 名

（平成 25 年 8 月末現在）



大分県看護協会
会長　松原　啓子

　平成 25 年度通常総会では、代議員制度に関連した定款改正をはじめ５つの審
議事項がすべて承認されました。会員数も 8,900 人と増加し、会員の皆さまの
ご支援の賜物と感謝いたしております。重点事業は、（1）看護職の資質の向上
を図るための教育・研修（2）看護職が働き続けられる為の環境改善（3）看護
領域の開発・展開（4）在宅での療養者のための訪問看護等に関する事業を推進
するとともに効果的な看護職確保・定着支援の総合拠点をめざし、積極的に推
進したいと思います。
　また、７月の参議院選挙で石田昌宏氏が見事に当選し、看護界の代表を国政
に送り出すことができました。看護連盟の皆さまに心より感謝申し上げます。
看護界には、看護職の確保対策や職場環境改善の問題、職種間の役割分担・役
割拡大の問題、超高齢社会に対応する保健医療福祉の抜本改革の問題等看護問
題は山積しています。大いに期待しています。

日本看護連盟
前会長　清水嘉与子

石田昌宏議員の誕生、ありがとうございました。
　病気療養に専念される見藤隆子先生の後を受けて看護連盟会長になったのは
平成 21 年の日本看護連盟総会でした。以降阿部選挙（衆）2回、髙階・石田（参）
の国政選挙を戦わせていただき、見事全勝の成績を上げることができました。
もともとピンチヒッターとして髙階選挙までやらせていただくつもりでしたが、
野党になった自民党から出すということでねじれてしまった日本看護協会との
関係を修復するまではと延び延びになっていました。
　幸い石田選挙は自民党が政権に復帰し、看護協会と看護連盟が手を携えて活
動できる環境の整った下で行われ、無事当選となりましたので、この機会に大
分県の皆さまよくご存知の草間朋子新会長に引き継いでいただくことになりま
した。共に苦しみ、共に喜んだ日々を思いつつ心から感謝しております。秋以
降には社会保障制度の抜本改革論議が始まります。私達の代表の活躍をどうぞ
温かく見守ってくださいますように。

日本看護連盟
会長　草間　朋子

　この度、日本看護連盟会長の重責を担わせていただくことになりました。
　国会議員としての長年のご経験をお持ちの清水会長の後任としては、力不足
であることを痛感しておりますが、会員一人ひとりのみなさまの情熱と連盟組
織のパワーに支えていただき、「超高齢社会を迎えた日本の『治し支える医療』
を支えていくのは看護である」を目標に、全力投球させていただきます。
　これからの日本の医療保健の質を左右するのは、チーム医療のキーパーソン
と位置付けられている看護職の提供する看護の質であると思っております。国
会議員の先生方のご支援をいただきながら、看護の質を高めるために働く環境、
基礎教育、継続教育、キャリアアップの機会などさまざまな看護問題の改革・
改善に取り組み、看護界のさらなる発展に向けて存在感のある力強い組織にし
ていきましょう。
　気力と情熱だけは、誰にも負けないつもりでおりますので、どうぞよろしく
お願いします。

ごあいさつ
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衆議院議員
あべ　俊子

　大分県看護連盟の皆様、こんにちは。いつも温かいご支援を賜り、心より感
謝申し上げます。
　参院選の結果、石田まさひろさんが 201,109 人もの皆様からのご支持をいた
だき、無事国政の場へ送り出していただくことができました。これもひとえに、
全国の看護連盟の皆様の長きにわたる地道で力強い取り組みの賜物であり、大
分県看護連盟の皆様にも多大なるご尽力を賜りましたことに、この場をお借り
いたしまして心から感謝申し上げます。そして参議院での歴史ある看護の議席
を再び取り戻せたことにも喜びを深くかみしめております。
　今回の選挙の結果、国会におけるねじれを解消することができました。おか
げさまで、復興をはじめ日本を取り戻すための政策に迈進していける環境が整っ
た次第です。看護界における諸課題に対しても、これからは一人増え、たかが
い議員、石田議員とともに３人で力を合わせて国政の場で頑張ってまいります。
引き続き、大分県看護連盟の皆様の温かく心強いお力添えを心よりお願い申し
上げます。

参議院議員
石田　昌宏

　大分県看護連盟の皆様、日ごろよりお世話になりましてありがとうございま
す。石田昌宏です。
　お陰様をもちまして今夏参議院選挙で当選することができました。大分県看
護連盟の皆様から頂いた多大なご支援に心より感謝申し上げます。お一人お一
人の熱い想いを今もなお感じ続けています。
　当選証書を授与され胸に議員バッジをいただいたとき、喜びよりも責任の大
きさを痛感致しました。特に秋の臨時国会においては、社会保障制度改革国民
会議がとりまとめた報告書をもとに医療・介護、少子化対策、年金に関し制度
改革が進められていきます。
　これからの看護の現場と日本にとって大切な国会審議となりますから、頂戴
した票の重みを忘れることなく、しっかりと議論に参加していく所存です。
　大分県看護連盟の皆様に衷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。

参議院議員
髙階恵美子

　先般の参議院選挙において、国政の健全化に向けた大切な節目を迎えること
ができました。この喜びをみなさまと共有させていただけますことを大変光栄
に存じます。英国王室に次代を継ぐ王子さまがお生まれになり世界中が歓喜し
た同時期に、私たち日本の看護界は、国会にフレッシュな男性議員を誕生させ
るという大事業を成し遂げました。新たな看護の議席を得て、これからは、成
熟社会日本を支える新たな社会保障制度体系の構築に向けて、いのちを護る者
が看ている視点を存分に活かした政治活動を、いっそう強力に進めて参ります。
　私にとって初めての議員立法となったDV防止改正法（６/26 成立）はいま、
一部の方々に“奇跡の法律”と呼ばれています。言わば不健康な関係病理によ
る生命危機を公権で回避する特殊法であるため、議員各位の理解を得る過程が
極めて険しかったからです。解決策は明らかでも了解されなければ事を成せな
い。だからこそ、ともに闘える同志が必要なのです。みなさまのお支えに、心
から感謝申し上げます。

ごあいさつ
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原　佐賀美

　私は、看護連盟の一会員として長年活動してきま
したが、今回初めて連盟の監事の任に就くこととな
りました。
　役員会に出席して改めて、看護の代表議員がおら
れるからこそ労働条件の改善や看護教育の充実、ま
た関連する多くの法律制定・改正がなされているこ
とを実感しております。
　先の参議院議員選挙において皆様のご尽力で石田
昌宏代議士が誕生できましたことを大変うれしく
思っております。
　今年度のスローガンである「ベッドサイドから政
治を変える！」を達成できるよう安東会長のもとで
取り組んでまいります。

河向貴美子

　先ずは会員皆様、参議院選での石田候補の当選お
めでとうございます。監事として連盟活動に係わらせ
て頂きましたが、７月の総会で退任となりました。
　この間、先輩役員の皆様の豊かな知識に裏付けさ
れたご活躍と着実に歩を進めて来ている若手役員の
皆様の目を見張る程の熱意の中で私自身良い刺激を
受け、多くの学びが出来ました事、心より感謝申し上
げます。
　又、会員皆様方にもお世話様になり有難うございま
した。確実に組織は強化されていると実感しています。
　今後、ますます連盟のご発展をお祈りし、ＯＢ会員
として微力ながら努力を続けたいと思っています。長
い間有難うございました。

新 監事

　大分看護連盟の豊後高田・宇佐・中津地区支部幹事長を引き受けて何もわからない
ところから、髙橋京子支部長さんにいろいろと教えていただきながら８年間続けてきま
した。仕事をしながら連盟活動を行うことが、ちょっと辛く感じた時もありました。で
も、職場の皆さんに協力してもらいながらやれました。感謝したいです。私は３回の選
挙を経験しました。投票に行かない、行けない看護師がたくさんいることを実感しまし
た。残念です。これからは、特に若い看護師の方々が情熱をもって連盟活動に参加して
もらえる様に、私なりに頑張って行きます。看護師の２人の娘にも熱いものを感じとっ
てもらいたいと思っています。今までお世話になりました。ありがとうございました。

　この度、豊後高田・宇佐・中津地区支部の幹事長という大役をさせていただく事にな
りました。看護に携わって長いにもかかわらず、連盟の理解がないまま支部の幹事長を
引き受け不安な思いでおります。しかし連盟のことを勉強させていただく良い機会を与
えていただいたと思っております。今回の初めて臨む参議院選挙においては、支部長の
指導のもと貴重な経験ができました。私たちの声を届けるためには、会員一人ひとりが
自覚し投票に行くことが大切だとわかりました。そのためには、政治の力が必要である
ことを伝えていこうと思ってます。支部長はじめ皆様にご指導いただきながら精一杯頑
張りたいと思います。ご協力ご支援よろしくお願いします。

旧 監事

二木久美子

新 幹事長

　立川タヨ子前副会長さんより寄贈として頂きました。
　題は ｢絆」です。書道家として活躍されている立川さん
のご子息立川大岳氏の書です。
　大分県看護連盟の事務所の真中に掛けています。
おいでの際にはご鑑賞ください。｢絆」　立川大岳氏　書

新旧役員あいさつ

✿お知らせ✿　書を寄贈していただきました

旧 幹事長

円福　重美

豊後高田 ･ 宇佐 ･ 中津地区支部　幹事長交代
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来賓

平成25年６月13日（木）
13:00～17:00

若手会員委員　西田病院　山路ちよ恵
平成 25年６月13日にザ・プリンスパークタワー東京にて行われた総会に参加し
ました。会場の大きさに圧倒されましたが、全国の方の熱伝導を感じることができま
した。実体験を通した野田聖子議員の話や話し方がすごく印象に残っています。総
決起大会では、石田さんの「ライジングサン」でのパワフルな登場が印象的でしたが、
改めて選挙に対するみんなの団結力を感じました。この会を通して、看護連盟の一
員として、活動の再確認ができました。これからは、連盟活動を周囲に知ってもらえ
るように心がけていきたいと思います。
翌日は、国会議事堂見学をし、髙階議員の貴重な話を聞くことができました。

若手会員委員　大分県厚生連鶴見病院　山本隆子
今回、総会に参加させていただきました。連盟の働き・活動内容を知るとともに
看護職と政治との関係の重要さ、またそれを看護職に伝えることの大切さを痛感しま
した。
来賓としてあいさつをされた野田聖子議員の言葉には感銘を受けました。
総会後の石田まさひろ総決起大会はとても盛大でした。看護協会とがっちり手を
握って選挙戦を戦える状況となったことを目の当たりにし、確実に国会に送らなけれ
ばならないと改めて思いました。
今後も連盟の知識を深め、看護職スタッフ一人でも多くに伝えていけるよう組織の
一員として頑張りたいと思います。

平成25年度日本看護連盟通常総会・総決起大会
会場：ザ・プリンスパークタワー東京　　出席者：1，788名（大分県…代議員16名、会員６名）

総理官邸見学
組閣時に記念撮影が行われる階段にて

国会見学
髙階参議院議員と国会議事堂前にて

通常総会終了後、
石田まさひろ総決起大会

総会出席者と石田昌宏氏

★総会の翌日、総理官邸見学（18名）と国会見学（６名）をしました。

平成25年６月30日（日）
12:30～16:00平成25年度大分県看護連盟通常総会

会場：大分県看護研修会館（3Ｆ）「大研修室」　出席者：2,719名（出席：283名･委任状2,436名）

平成25年度スローガン
｢ベッドサイドから政治を変える」～看護の代表を国政に必ず送る～

平成 25 年度会員表彰受賞者（会員歴
20 年以上）は 42 名でした。 報告事項・提出議案はすべて承認・可決されました。

名誉会員　立川タヨ子様に
名誉会員証をお渡ししました。

「特定行為に係る看護師の研修制度について」
講  師：東京医療保健大学副学長  草間  朋子 先生

特　別　講　演
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　午前中は、企業 2か所と看護科学大学を回り午後よりジャンプ集会が行われました。本部より清水会長、竹澤幹事、来賓
には礒崎参議院議員、麻生県議が出席する中、国東市民病院の会員による手作りのお神輿を担ぎ若手会員委員会のメンバー
と共に石田さんが入場しました。松原啓子大分県看護協会会長の挨拶に始まり、それぞれの代表者から力強いメッセージ、
監事の河向貴美子さんによる、石田さんを日本の男にすべく「日本の男」の舞踊がありました。また、若手会員委員会の委
員のパフォーマンスで石田さんに対する熱い思いを会場内の参加者に伝えることができました。

ジャンプ
｢石田まさひろ政策研究会の集い」

平成25年5月27日(月）13：00～14：30

会　場：大分県看護研修会館
　　　 ｢大研修室」

出席者：170名　　　

★お神輿　２基

国東市民病院会員手作りの“お神輿”を担いで、若手会員と一緒に石田まさひろ氏登場 !!

大分県看護協会
松原啓子会長

大分県看護連盟
安東和代会長

日本看護連盟
清水嘉与子会長

日本看護連盟
竹澤良子幹事

来賓　参議院議員
内閣総理大臣補佐官

礒崎陽輔様

来賓　大分県議会議員
自民党大分県支部代表

麻生栄作様
飛
び
入
り
「
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

和
田
ア
ヤ
子
さ
ん

「
誓
い
の
こ
と
ば
」

若
手
会
員
委
員
会
副
委
員
長伊

藤
陽
介

「ガンバローコール」　　　髙橋多佳子副会長の音頭で !!　ガンバロー河向貴美子監事　舞踊「日本の男」

「応援メッセージ」
大分県看護連盟顧問

永瀬フミヱ

「応援メッセージ」
若手会員委員会委員長　秋吉和恵

「応援メッセージ」
支部長代表  加峰マチ子（竹田 ･ 豊後大野地区支部長）

「応援メッセージ」
入会者代表　芦刈美知子
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選挙カー
平成25年7月19日(金）

8：00～ 14：00

朝早くから看護協会の職員や近隣の施設等から
の大勢の支援者に見送られ、研修会館を出発しま
した。選挙カーには、秋吉若手会員委員長が同乗
し、本物のウグイス嬢から絶賛される上手なス
ピーチで、“しらしんけん”石田さんの応援をしま
した。大分、佐伯を回り宮崎県にバトンタッチし
ました。

石田まさひろ「選挙カー」が大分県看護研修会館に到着。石田氏のスピーチ…
みんなも　しらしんけん　応援しちょんで  !(^^)!

大分記念病院

永冨脳神経外科病院

西田病院

長門記念病院

佐伯中央病院

河向貴美子前役員も応援に！

健康保険南海病院

宮崎県へ「道の駅北浦」にて引き継ぎです

ウグイス嬢
若手会員委員長  秋吉和恵

あちかった～　^_^;

お疲れさまです
大分県から宮崎県へ
～バトンタッチ～

いざ出陣 !!
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第23回参議院選挙結果

７月２１日（日）２０時に開票が始まり、早々と当確が
確定しました。大分県からは同じ比例代表として現職
議員の出馬があり、善戦した中、苦戦を強いられました。
目標数の４，７００票には届きませんでしたが、大分県
では３位の成績でした。これも、日頃よりご支援ご協
力いただいている皆様のおかげだと感謝いたしており
ます。ありがとうございました。

当選証書と議員バッヂ受領 国会初登院

支部名 得票数（市町村） 得票数（支部） 24年度
連盟会員数 比率

国東 ･ 杵築 ･ 日出地区支部

杵 築 市 105

391 254 154%
国 東 市 206
姫 島 村 3
日 出 町 77

別府地区支部 別 府 市 258 258 210 123%
大分北部地区支部

大 分 市 1,171 1,171 1,068 110%
大分北部第２地区支部
大分南部地区支部
大分南部第２地区支部

竹田 ･ 豊後大野地区支部
竹 田 市 85

288 205 140%
豊 後 大 野 市 203

豊後高田 ･ 宇佐 ･ 中津地区支部
中 津 市 153

282 192 147%豊 後 高 田 市 50
宇 佐 市 79

玖珠 ･ 日田地区支部
日 田 市 349

407 193 211%九 重 町 25
玖 珠 町 33

臼津・佐伯地区支部
佐 伯 市 389

484 626 77%臼 杵 市 58
津 久 見 市 37

由布地区支部 由 布 市 227 227 620 37%
OB 会支部 71

合計 3,508 3,508 3,439 102%

全国獲得票数　　201,109票（11位）
大分県獲得票数	 ３,508票（３位）
※自民党比例区当選者 18名中の順位

第23回参議院比例得票数

個人票 4,380,261 票 （23.73%）
政党票 14,080,143 票 （76.27%）

全国 大分県
今　回 52.61% 53.15%
前　回 57.92% 62.96%

差 －5.31% －9.81%

投票率

比例代表の個人票と政党票（全国）

支部別得票数＆比率
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若手会員委員　大分赤十字病院　羽明輝史
私は昨年まで東京で働いていたが、その当時は看護連盟という組織の名前すら知らなかった。今回この会に出席して、看護師と

して病院内だけではなく、日本での地位をあげようと考えている人が多いということ。そのためには看護師が国政に参加することが
必要であるということがわかった。全国の若手委員がポリナビを通してさまざまな活動をしていることを知ることができた。また石
田先生の講演は興味深く、特に看護道については共感を覚えた。私も若手委員としてまずは、自身の病院の若手委員の人たちに
政治に興味を持ってもらうよう活動していこうと思う。

若手会員委員　大分市医師会立アルメイダ病院　川藤知恵美
初めて参加させていただき、このような活動が行われているということを知りました。現在看護師として働いていますが、看護の
未来、職場環境、待遇について考えたことは無く、特に疑問に思うこともなく働いてきました。「看護と政治」がどのような関係を持っ
ていて、私たちにどう関与しているのかまだ分からないことも多いですが、自分で出来る事から見つけ、より良い看護が提供できる
環境づくりに繋げられるよう頑張りたいです。

第７回全国ポリナビワークショップ in長崎に参加して
日　時：平成25年５月12日（日）
会　場：ながさき看護センター
*大分県より若手会員委員12名、会長・幹事長他出席

[ 大分県看護連盟 ]

若手会員委員会
ニュースレター

【創刊号】平成25年4月

私たちは世の中にたくさんある仕事の中から、“看護”と

いう仕事を選びました。病気に苦しむ患者さんやご家族の

方々が少しでも楽に、そして少しでも早く普段通りの生活に

戻れるように毎日頑張っています。

でも、患者さんやご家族とゆっくりと向き合う時間はあり

ますか？

検査や処置の介助、看護記録、生活指導、環境整備、医療

機器の保守点検などなど、しなければならないことが多すぎ

ます。

看護師が患者さんやご家族とゆっくり向き合って看護がで

きる、「看護っていいね!」と全国の多くの仲間たちと言える

環境を作りたい、そんな願いを込めて私たち若手会員委員会

は活動をしています。今回、私たちの活動を通じ一人でも多

くの仲間たちに看護連盟の事を知ってもらいたくてニュース

レターを発行することにしました。

ぜひ、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

看護っていいね!

看護師が実施できる業務範囲

は、保健師助産師看護師法で

定められています。また、勤

務形態に関することは、労働

基準法で定められています。

つまり、私たちの看護を提供

する環境は法律で定められて

いるのです。

看護と政治

法律を変えることができるの

は国会のみです。私たちが、

患者さんやご家族とゆっくり

と向き合って、「看護ってい

いね!」と言える環境を作る

ためには政治の力が必要なの

です。

1

2

安東会長（前列左から4人目）と若手会員委員会

若手会員委員会

平成20年に発足しました。

目的は、

①若い世代の役員を作り、

②連盟活動に若者の考えを入れ、

③若い世代が政治に関わる機会を

作る事です。

大分県内の11の支部から2名ずつ

集まり、若い世代が“看護と政治”

について学ぶことができるように

活動をしています。

[ 大分県看護連盟 ]

若手会員委員会
ニュースレター

【４月号】

日々の業務の中で「こうなったら働きやすいなぁ。」という話を
同僚としませんか？私たち看護職の代表を政界へ送り出す事で

【何かが変わる!!】を信じて私たちと一緒に力を

合わせて頑張ってみませんか???
そのために、力を発揮する場所がありますよ!!

それは看護連盟です！！

《看護協会》
昭和２１年 「質の高い看護の提供」を目的に設立

《看護連盟》
昭和３４年 看護職の抱える様々な問題の中には政治的手段

によってしか解決できない問題もありました。
看護協会は看護職の代表を国政に送り、政策や
意見を反映させるための団体として看護連盟を
設立しました。

保助看法での「師」への改変や看護基準（７対１）、夜勤手
当の割り増し、夜勤者の人数増加等、看護職の代表を送り出
した成果です。

私たちと一緒に頑張ってみませんか？

看護連盟ってなに？？？大分県看護連盟
年齢別会員数

ポリナビについて

Poli-Nabi(ﾎﾟﾘﾅﾋﾞ)とは…

Politic Navigators Networkの

略です。

「政治」「政策」の学びを通し

て、自分たちに出来ることを模

倣し、日本の保健医療福祉を今

よりステキなものにすることを

目指す若手の日本看護連盟会員

による集まりです。

平成20年6月に第1回ポリナビ

ワークショップを東京で開催し、

今年で7回になります。

20代

23%
30代

28%

40代

25%

50代

19%

60代

4%

70代

1%

不明

0%

20代 30代 40代 50代

60代 70代 不明

20～30代で51.2％

20～40代で75.8％

75.8％の力

皆さんの協力が
あれば変わります！！

会員数は平成24年度最終会員数
3,439名

809名 953名

846名668名

127名

30名

第6回ポリナビワークショップin福島
平成24年10月17日(水)開催しました。

第７回ポリナビワークショップin長崎
平成25年5月12日(日)開催予定です。

[ 大分県看護連盟 ]

若手会員委員会
ニュースレター

【5月号】

看護師の初任給は他の職種と比べ高いですが、30歳代からは

上昇が乏しくなります。そして定年前では最も低くなります。この為

看護師の給与体系は、“寝たきり給与”と言われる事があります。
看護師の給料体系を“寝たきり”から“起こす”ためには、看護師の

地位を向上させ、仕事内容や責任、能力に見合った給与体系に
変える事が必要であり、給与制度自体を変えなければなりません。
そのためには、看護の現場を知る私たち看護職の代表が、国の

制度を変える国会の場で活躍する事が必要となります。

看護連盟の活動に、ご理解とご協力をお願いします!

“看護師の給料は妥当？”

昭和40年代 １００～３５０円/回

昭和46年 石本茂（看護師）
参議院議員に当選
看護関係予算47%UP

昭和48年 １０００円

昭和55年 準夜２０００円
深夜２２００円

昭和63年 準夜２３００円
深夜２６００円

平成2年 清水嘉与子（看護師）
参議院議員に当選

平成8年 準夜２９００円
深夜３３００円

いかがですか？
私たち看護職の代表が国会に

いることで看護を取り巻く環境が
変わった（給与制度）一例です。

夜勤手当の推移

看護職の代表“石田まさひろ”氏（前列左から三人目）と若手委員

若手会員委員会の風景

政治や選挙について

楽しく、分かりやすく

伝えられるように

委員会を、年4回以上

実施しています。

[ 大分県看護連盟 ]

若手会員委員会
ニュースレター

【6月増刊号】

参議院議員の半数を選ぶための選挙です。

参議院議員の任期は6年です。
ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう
憲法で定められていますので、3年に1回定数の半分を
選ぶことになるのです。

参議院議員選挙とは？

国会に私たち看護職の仲間を増やし、よりよい看護ができる
環境が整うよう皆さんの1票をお願いします!!

参議院議員選挙は・・・
選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票して下さい

選挙区選挙
都道府県単位で行われ、有権者は当選させたい

候補者名を記載して投票します

比例代表選挙
全国を単位に行われ、有権者は当選させたい
候補者名または政党名のいずれかを記載して

投票します

投票

結果

○
山
○
美

投票

結果

△
△
党

○
本
○
朗

政党の得票数に基づいて各政党の
当選人の数が決まり得票数の多い
候補者から順に当選となります

各選挙区の当選人の数に合わせて
得票数の多い候補者から当選とな
ります

または

[ 大分県看護連盟 ]

若手会員委員会
ニュースレター

【平成25年６月号】

選挙っていつ行くの？
期日前でもいいでしょ

期日前投票ってなに？

投票日の前に投票に

行ける仕組み

選挙の公示・告示日

（立候補の届け出日）

翌日から投票日の前日

まで投票ができます

期日前投票のメリット

受付から投票まで数分で

終わり気軽に投票できる

誰がいけるの？

投票日に仕事や旅行、

冠婚葬祭などの用事で

投票に行く事が難しい人

どこで投票できるの？

市区町村に設けられる

期日前投票所

自宅に届く

「投票所入場券」に

書いてあります

皆さんは期日前投票をご存じですか？
今回は「まだ行ったことがない」という方のために
期日前投票の仕組みをご紹介します。

勤務表で早速行ける日を確認してみよう！
持っていくものは・・・
投票所入場券（郵送されてくるハガキ）又は
身分を証明できるもの(運転免許所など）

大切にしよう ～看護の未来を決める１票～

参議員選挙が近づいて
来ました。
看護の代表も立候補します。
当日選挙に行けない方の為に
期日前投票の制度があります。

仕事も
終わったし

もう
終わったね

さて、
ランチに
行こう！

各期日前投票所6月号ﾆｭｰｽﾚﾀｰ編集ﾒﾝﾊﾞｰ

平成 25 年４月創刊号 平成 25 年４月号 平成 25 年５月号 平成 25 年６月号 平成 25 年６月増刊号

◇若手会員委員会ニュースレターの発行について◇
若手会委員委員会で、参議院選挙までの４月～６月にかけて、自分たちの目線で若者の思いを伝えたいと発案し、月１
回計５回の発行に至りました。施設代表者からは、わかりやすく、コンパクトにまとめられており大変良かったとの声も聞
かれ好評でした。（詳細は大分県看護連盟ホームページをご覧ください。）

一般会員研修会
日　時：平成25年３月13日（水）13:00～15:30
会　場：大分県看護研修会館３Ｆ「大研修室」
出席者：164名

看護の現場で関心の高い、また課題も多い看護記録に関する研
修がありました。診療記録、看護記録についての基本的なお話が
あり、日本における看護記録に関する現行法令上の規定（最低記
載要件）について、具体例を入れながらわかりやすく講義をして
頂きました。

若手会員委員会は、平成25年８月より「大分県看護連盟青年部Nurse-ful」に変更しました。
みなさんよろしくお願いします。

★若手会員委員会からのお知らせ★　名称を変更しました！

【特別講演】

演   題 ： ｢日本における看護記録の法的要件」

講   師 ： 聖路加看護大学名誉教授
　　　　元日本看護連盟監事
　　　　岩井　郁子先生
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ご贈答には、丸大食品の
ハム・ソーセージの
詰合せをどうぞ。

丸大食品株式会社
九州特販営業課
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋673-8
ＴＥＬ 092-621-2121　ＦＡＸ 092-621-2122

編 集 後 記
　今夏は史上まれにみる
猛暑の日々、その上我ら看
護界も熱伝導よろしく燃
え上がった日々の連続でし
た。そして迎えた決戦の日、
7月 21日、開票早々に流
れた「石田氏当確」!! まさ
に、石田参議誕生の瞬間で
した。いよいよ待望の「石
田丸」の出航です。会員一
同は「生みの親」の心持
ちで行く先々の航海の安
全と大いなる活躍を祈り
ましょう !! 皆様、本当に
お疲れ様でした。そして、
本当におめでとうございま
す。万歳 !!
（広報委員		髙橋多佳子記）

研修会等のお知らせ
研修会 日　時 会　場 内　容

看護協会・看護連盟合同研修会
（看護管理者研修）

平成25 年10 月６日（日）
10：00 ～12：00

大分県立病院
３Ｆ「講堂」

｢一歩先の看護管理」
講師：前日本看護連盟 副会長 大島敏子先生

新任施設幹事・リーダー研修会
（第１回）

平成25 年10 月20 日（日）
13：00 ～16：00

大分県看護研修会館
３Ｆ［大研修室」

｢看護政策が実現するまで」
講師：参議院議員 石田昌宏氏

新任施設幹事・リーダー研修会
（第２回）

平成25年11月20日（水）
13：00 ～ 15：30

大分県看護研修会館
３Ｆ［大研修室」

｢看護政策の実現に向けて」
講師：日本看護連盟 幹事長 阿津公子

連盟会費連盟会費連盟会費 年間7,500円円年間7,5007,5007,5007,5007,500年間7,500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
TEL（097）574-7088　FAX（097）574-7517
e-mail : oita-kanren@extra.ocn.ne.jp

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。

◆賛助会員 1,000円 
◆学生会員 無料

平成２5年度連盟会員を
募集しています!!

平成２5年度連盟会員を
募集しています!!
25

日本看護連盟
会費5,000円
日本看護連盟
会費5,000円

大分県看護連盟
会費2,500円
大分県看護連盟
会費2,500円

年会費
7,500円
年会費
7,500円

◆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４回）や情報の配信
◆「れんめい大分」の配布

◆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４回）や情報の配信
◆「れんめい大分」の配布

特 典

ベッドサイドから政治を変える！ベッドサイドから政治を変える！

年間年間年間年間年間年間7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500
3,5003,5003,500
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