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「躍動」（日の出を待つ富士）　写真　小阪佳代 氏
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　明けましておめでとうございます。
　政権交代後初めての国政選挙で、堂々の
成績で髙階恵美子参議院議員を誕生させた
興奮はもうすっかり収まったことと存じま
す。それにしても野党となった自民党から
参議院選挙に臨むということは、日本看護
連盟にとっては厳しい選択ではありまし
た。しかし南野先生の勇退が明らかになっ
ている中で、何としても看護の代表を参議
院に送って活躍してもらわなければならな
い、という看護連盟会長会での「ぶれない」

決定が多くの会員に支持され、はじめて連盟会員数を上回る得票を得ることができ
ました。
　大阪でも最終盤では手づくりの街頭演説会・・・おそらく大阪府看護連盟の活動
としては初めてのことだったのでしょうが、皆さん熱く燃え上がりましたね。残念
なことに大都市共通の問題として、大阪でも期待したほどの票が獲得できませんで
した。日本看護連盟が“リフォーム連盟”を掲げて支部の強化作戦に転じたことは、
全国的には評価されているのですが、31 というたくさんの支部を編成して臨んだ
大阪では、まだエンジンが充分かからなかったということなのでしょうか。いずれ
にしても連盟活動はきちんと票に繋がる運動に広げていく必要があります。大阪の
看護連盟会員数は全国５番目、会員が多いということは可能性が大ということでも
あります。もちろん看護連盟活動は選挙活動だけではありません。看護界が抱えて
いる課題を顕在化させ、政治的に解決するルートを看護職自身で創ろうという活動
に一人でも多くの皆さんに参加していただきたいと願っております。
　いよいよ人口が減り始め、生まれる人より亡くなる人が増えてくる時代に突入し
ました。
施設から在宅へと医療政策は大きくシフトしています。医療依存度の高い人々でも
住みなれた地域でできるだけ長く生活し、安らかな最期を迎えられるよう、訪問看
護サービスや看取りのケアなど在宅看護の充実が急がれます。
　髙階恵美子議員は、野党の立場とはいえ、山積する医療や福祉の政策づくりに専
門家として辣腕を振るってくれることでしょう。是非阿部俊子衆議院議員ともども、
これからの活躍ぶりを温かく見守って下さいますよう、お願い申し上げます。

日本看護連盟会長　清水嘉与子

大阪府看護連盟だより「おおさか新年号」によせて大阪府看護連盟だより「おおさか新年号」によせて
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～現状の改善を目指す取り組みを～
衆議院議員　あ べ 俊 子
　
　大阪府看護連盟の皆様、
新年あけましておめでとう
ございます。いつも温かい
ご支援を賜り、心より感謝
申し上げます。また昨年の
参院選では皆様の多大なる

ご尽力のおかげさまで、たかがい恵美子議員と
いう心強い同士を得ることができました。
　現在、党内の看護問題小委員会の副委員長の
職をたかがい議員と務め、国会議員の先生方と
ともに看護問題に関する様々な検討を重ねてい
ます。本年度は「穏やかな最期を保証するコミ
ュニティづくり」をテーマとした検討を始めて
おり、少子高齢社会の中でこれから多くの死を
迎えていくわが国において、看護が中心となっ
てより良い看取りができる場を確保するための
政策提言をしていきたいと考えています。同時
に、看護の労働環境の整備に関しても、看護職
の皆さんが働きやすい職場環境を確保していく
ために、夜勤シフトの組み方をはじめとした
現状の改善を目指す取り組みについて議論を
始めています。看護職の皆さんに現場が良い方
に変わったと少しでも実感して頂けるように、
本年も精一杯看護の政策に取り組んでまいる
所存です。
　また国会では、厚生労働委員会・文部科学委
員会をはじめとした４つの委員会に身を置くこ
とになり、慌ただしくも充実した毎日を送って
おります。昨年は厚生労働だけでなく、農林水
産、財務金融、青少年問題など様々な委員会で
質問させていただく機会も増え、国会会期中は
毎週委員会質問に追われる忙しい一年となりま
した。しかしながら、いたずらに批判や争いを
するだけの野党ではなく、必要な法案は修正案
として可決するなど、政治と政局とを切り分け、
国民生活の安定を第一に考える野党として行動
しています。
　このように２期目に入り、１期目の頃とは比
較にならない位、国政の場で自分の果たす役割
が広がっていることを日々実感しています。忙
しさに流されることなく、常に国民の立場に立
って考えることを忘れずに取り組んでいかなく
てはと気持ちを引き締めております。どうか本
年も、皆様のお声をお聞かせ頂き、ご指導ご鞭
捷を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

～新年のごあいさつ～
参議院議員　髙階恵美子
　
　大阪府看護連盟の皆様
に、謹んで初春のお慶びを
申し上げます。
　トラの夏は“ 熱く燃え ”
看護職の信念が見事に結実

した年でした。お一人お一人の笑顔は脳裏を離
れず、いつもあの感動を胸にしながら、新人議
員としての活動をさせていただいております。
　就任から早や半年が経ち、つつがなく年明け
を迎えさせていただくことができました。皆様
の揺らぎのない情熱に支えられ、予想を超える
大波・荒波・突風をも乗り越えて、ともに新し
い歩み創めができたのだという喜びを、一層噛
み締めている次第です。
　この間のご尽力に対しまして、改めて衷心よ
り感謝を申し上げます。
　今年、たかがいは年女（としおんな）です。「物
事の始まりはすべて現場にあり」この感覚を忘
れず、これからも皆様とともにある参議院議員
として、ウサギの如く駆け巡る所存です。
　普く事を聴き、
　真髄を射る努力を尽くし。
　大きく躍進する！
　会員の皆様、そしてご家族の皆様にとりまし
ても、溌刺と過ごせる卯年となりますよう心よ
りご祈念を申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。
　年頭から大揺れの国会が予想されておりま
す。これは、新たな時代に対応できる成熟型の
日本の政治が生まれ来る予兆でもあります。厳
しい局面だからこそ冷静かつ大胆に、先を見越
して活躍できる看護職、そんな頼れる専門職と
しての未来が拡がっていくように、ますます精
進してまいります。
　これからも引き続き、熱い看護の心で、変わ
らぬご指導ご助力を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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～新年の抱負～
逆境の中にこそ夢をもって、背水の陣で臨む

社団法人　大阪府看護協会　　

会長　豊田百合子
　
　明けましておめでとうござ
います。
　2006 年度の通常総会に
おいて会長職に就任して早

5 年が経ちました。この間、「変わる社会・変
わる医療・変わる看護」から、「社会を変える・
医療を変える・看護を変える」へと、「発言す
る看護協会、行動する看護協会、頼もしい看
護協会」をめざして“スピード、パワー、集中力”
を駆使して、虎の如く突き進んで参りました。
　2007 年の新春インタビューで、「大阪府看護
協会が現在もっとも力を注いでいることは何か
?」との質問に対して 2 つのことを挙げていまし
た。１つ目は会員サービスのための物的・人的
資源の拡充です。より良い環境でより多くの会
員に看護協会をご利用いただくハード、ソフト
面の充実でした。これは、2009 年秋に会員各
位のご理解とご支援により「桃谷センター」開
設という形で実現することができました。
　２つ目は看護職の労働環境の改善でした。
当時の会員数は約 37,000 人でしたが、2010
年 11 月末現在は約 43,000 人へと 6,000 人増
加しました。看護協会に寄せる看護職の期待
の大きさをひしひしと感じます。しかしながら職
場労働環境は年ごとに厳しさを増し、大阪府は
常に離職率ワースト上位という状況のままです。
この難問にどう立ち向かうか、公益法人化に
向けた抜本的な組織改革を図り事業運営の方
向性をどう定めるか、まさに会長としてのリーダ
ーシップが問われていると思っています。
　看護という仕事は人を幸せにする仕事です。
その仕事に夢と誇りを持ち続けられるような環
境整備に全力で取り組みたいと考えています。
来年のことを言うと鬼が笑うと申しますが、『兎
から龍へと見事にバトンが渡せるよう、逆境の
中にこそ夢をもって、背水の陣で臨む』それが
私の新年の抱負です。

～うさぎ年に思う～
うさぎ、うさぎ何見て跳ねる
大阪府看護連盟　会長　前川マキコ

　看護職の未来が輝く日々であってほしい、
何よりも働きやすい環境でと跳ねる私
あけましておめでとうございます。
　佳き年をお迎えのこととお喜び申しあげ
ます。
何かと連盟活動にお力をいただきありがと
うございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　昨夏の熱い戦い、会員はじめ多くの皆様
に支えられ嬉しいゴールにありがとうござ
いました。
何よりも、何よりも嬉しかったのは、３期
18 年活動してくださった南野先生から看護
の議席バトンが髙階先生につながったこと
でした。
多くのご支援に感謝いたします。
髙階先生の初質問の映像に、堂々とした対
応に、未来は明るいと、大阪のおばちやん
応援団長は、嬉しい時間でした。
18 年間赤い弾丸、南野先生の、活動、活躍、
ご苦労を見続けた日々本当にお疲れさまで
した。ありがとうございました。
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　本年7月、南野知惠子参議院議員は3期18年を終えられました。

夏の暑い時の選挙運動は私達にも思い出となっています。

11月には旭日大綬賞を受賞され、11月13日　650人もの会員が全国

から集まって、「南野知惠子先生感謝の集い」が開かれ、にこやかな南野

先生と過ぎ越し日々

をなつかしむ一時、

入り口正面に置かれた

氷柱彫刻が輝いてい

たのが印象的でした。

　南野知惠子先生

のご活躍で多くの議員立法が成立し看護が社会的

にも飛躍出来る基礎固めがされたことに心から感謝

いたします。　　　　　　　　　　　　　広報担当

　今年は例年になく異常な暑さで、私生れて初めの暑い夏を元気で過して参りました。

来年は九十四歳になります。おかげ様で元気で週二回認知症の施設に奉仕として行って皆

様に喜ばれています。之が私の生き甲斐で御座居ます。　　－中略－

　会員の一人として生きていくことが一番長生きの秘けつかとも思っております。生きて

いく上では少しでも皆様方のお役にた

たさして頂きたく頑張ってまいります。

　本日は二十三年度分の会費を送金さ

せて頂きます。会員の皆様役員の方々

様何卒よろしくお願い申し上げます。
今村サヲ

　

〈☆この心底看護界を思いやるやさしさと強さ、
強刃な精神、後に続く私達への愛情が伝わるおたより

に感動して紹介させて頂きました。〉

南野先生おめでとうございます
そしてありがとうございました

～来年度の会費送ります～「生きがい」

南野先生おめでとうございます
そしてありがとうございました

94歳会員からのおたより

じん
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看護に対する3つの約束を守る活動を
会長　松村なお子（羽曳野市議会議員）　
　明けましておめでとうございます。
お健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。この度、看護を考える
地方議員の会会長を仰せつかりまし
た羽曳野市議会議員の松村なお子と
申します。
　また、始めに、南野知惠子先生、18年
の議員活動おつかれさまでございまし
た。私の選挙の時に、大雨の中の街頭

演説。南野先生が応援に来ていただいたとたんにピタッと雨が
上がり、あの時の感動は今でも忘れることはできません。本当
にありがとうございました。
　そして、昨年の参議院選挙では、たかがい恵美子先生がご当
選され、今、自民党女性局の中で、ご一緒させていただく機会が
多く、先生の今までのご経験を踏まえたお話などでも、大変勉
強させていただいております。看護職の代表として、素晴らしい
先生方のもと、私も議員活動させていただくことができますこと
に心から感謝申し上げます。また、各支部の皆様方にも平素よ
り、お世話になりありがとうございます。今後ともご指導賜りま
すよう宜しくお願い申し上げます。さて、今年度の目標は、１、地
域の看護に対する意識を会員全員が理解を深めること！　２、大
阪府内の各地区の窓口となる議員の会員拡大に努め、次期参
議院議員選挙にむけた組織づくりを行うこと。　３、地域・府・国
との連携をとり、現場での声を届けること。この3つをお約束し
ます！　今の看護の現場におきましても、離職率の問題、働きや
すい職場環境、院内保育園の充実、そして、看護師の教育環境
など様々な課題があると感じております。私達、地方議員は、し
っかり把握し活動をしてまいりたいと存じます。
　そして、今年は統一地方選挙の年となりますが、看護を考える
地方議員の会の会員全員が当選できますように、皆様のお力添
えを賜りますようお願いを申し上げ、また、皆様方の益々のご健
康とご多幸をご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせてい
ただきます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

行動する若い力・笑顔と
　　　　　笑い声のたえない社会へ

副会長　床田正勝（大阪市会議員）　　
　大阪府看護連盟の皆様、新年明けま
しておめでとうございます。
　平成23年の新春を御家族お揃いで
お健やかにお迎えいただきましたこと
と心からお慶び申し上げます。旧年中
は看護を考える地方議員の会を通じ
て、皆様方に一方ならぬお世話になり
まして、誠にありがとうございました。
　さて、昨年７月の大変厳しい参議院

議員選挙において、大阪府看護連盟ご推薦のたかがい恵美子
候補が上位当選され心からお祝い申し上げます。種々の課題に
たかがい恵美子先生と一緒に取り組ませていただく決意であ

ると共に、「ベッドサイドから政治を変える」ための今後のご活
躍をお祈りいたしております。
　さて卯年を迎えて、本年は「統一地方選挙」がございます。昨
年10月31日の自由民主党大阪府支部連合会大会におきまして
おかげさまで第１次公認をいただくことができ、今回４期目の
立候補を予定いたしております。「赤ちゃんからお年寄りの方々
まで、笑顔と笑い声のたえない、安全で安心して暮らせる東淀
川区」を皆様と一緒につくっていきたいと思っております。大阪
市のため、日本のために「行動する若い力」で、全力で頑張る決
意であります。どうぞ本年も各般でのご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申しあげます。今年も皆様方にとりましてよい年であ
りますよう心からお祈り申しあげまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

逆境を皆の力でチャンスに変えて
樽本 丞史（東大阪市会議員）　　

　看護連盟の皆さん、あけましておめ
でとうございます。
　昨年の参議院選挙では、見事「たか
がい恵美子」先生を誕生させることが
出来て、一つの希望を見出せたのでは
ないでしょうか？
　また今回、自民党を離党された方が
おられたため、当会の人事面でも大き
な変化がありました。国政を含め、この

逆境を皆さんの力でチャンスに変えるべきと私は考えます。そ
のような中で看護を考える地方議員の会では、改めて会則を策
定し、より強固なものへと結束があるのではないかと思います。
　さて今年は、４月の統一地方選挙に自民党各級議員の候補
者は卯年にちなんで、ウサギダッシュに入ります。
　そこで、私自身も10月には４年に１度の禊の時期を迎えます
ので、その前哨戦とも言うべき４月に応援している候補者の方々
が、全て当選という目標を達成できればいいと思っています。
そして今年は、皆さんで看護を考える地方議員の会で一つの念
頭目標（スローガン）を定める提案をして実践していければと考
えております。
　その一つで前々から、医療現場への視察を含めた生の声の
聞き取りを行いたいと思っております。といいますのも、ご縁で
医療的ケアに関わる団体の方と知り合いになり、看護と患者ま
たそれに付き添う介護の現状を体感して、それぞれの立場での
要望を取りまとめ、それを基にして、私たち議員として出来るこ
とは何かと議論してみたいと思っているからです。
　１人の力は小さいけど多くが集まり、それが結集することで
絶大なパワーを生むことができると信じておりますし、それを改
めて実感させてもらっ
たのが昨年の参議院
選挙ではないかと思い
ます。
　本年もどうぞよろしく
お願いいたします。

卯年を
迎えて

うさぎ年ではねる（躍進）
〈看護を考える地方議員の会役員からの年頭ご挨拶〉
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大阪府看護連盟第一回ポリナビタイムスケジュール
10：00　　クレオ大阪東集合：会場設営開始
　　　　　（中山先生との打ち合わせも平行して行います）
12：00　　昼食休憩（弁当は用意します）
13：00　　開場受付開始：住さん・毛野さん　
　　　　　●第一部：司会：湯川さん・福岡さん
13：30　　開会挨拶
　　　　　　前川会長挨拶（３分）
　　　　　　役員自己紹介（タイトに!!）
　　　　　　ポリナビの説明（５分）…藤原さん
13：40　　青年部の軌跡（DVD10分程度）
13：50　　グループワークの説明（10分）…末永さん
14：00　　グループワーク（30分）
14：30　　発表（10分）
14：50　　質疑応答（10分）
15：00　　休憩（10分）　
　　　　　●第二部：司会：杉本さん
15：10　　講師紹介（５分）
15：15　　中山泰秀先生講i演（45分）
　　　　　　　「政治家としての夢」
16：00　　ディスカッション（20分）一部のGWの内容も取り上げ
16：20　　閉会挨拶（10分）…阪口さん
開場設営：・受付した方はそれぞれグループのナンバ
　　　　　　リングを行い会場に案内する
　　　　　・グループはテーブル毎にナンバーを決め
　　　　　　ておく。（スリッパ履き替え）
　　　　　・テーブルではA4用紙を三角形に折り、
　　　　　　所属と名前を記載してテーブルに置く
　　　　　・看護連盟玄関にクレオ大阪東までの道の
　　　　　　りを貼り出す
　　　　　・垂れ幕等は事務の方へ依頼する
カメラ係：阪口先生（玄関案内係）

支部長からのお年賀

～卯年！　ホップ・ステップ・ジャンプ　翔びましょう～
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年、６月に支部長に就任して初仕事が看護の代表「たかがい恵美子
さん」を国政に送るという大役でした。活動の中で、たかがい恵美子さん
の強い信念と熱い思いに触れ、その思いに負けないように支部活動を
行い参議院議員たかがい恵美子さんの誕生を会員と喜びあえたことを
忘れません。選挙に行って投票する一票の重みを実感したと共に、その
一票が私達の“職場改善”“安心して安全に働ける社会”に繋がってい
ることを一人でも多くの人に伝えていく使命と地域の連携をはかるとい
う課題が明確になりました。昨年一年の世相を表す漢字が「暑」に決ま
りましたが、私にとってまさしく“暑い一年”でした。
　今年は、卯年!次の選挙に向け会長はじめ支部役員と共に協力しながら
課題に取り組み、たかがい恵美子議員の活動を応援しながら、ホップ・ス
テップ・ジャンプと一歩ずつ飛躍できる「翔」の一年にしたいと思います。

府北東支部 支部長　井 澤 陽 子

～小回りのきく連盟づくりを～
　昨年は、私たちの代表であるたかがい恵美子先生を国会にという大
きな目的の選挙の年であり、右も左もよくわからぬまま無我夢中で支部
長として活動を行ってきたという感じでした。途中いろいろな壁はあり
ましたが、改めて連盟の存在意義、目的をかみしめると共に各支部との
一体感も感じることができました。そして無事すばらしい結果を得るこ
とができ、ほっとしました。本当におめでとうございました。
　今年は、さらに活動力をUPさせ、たかがい先生を支え続けて行くた
めにも会員数を増やし、若い看護師の力を発揮できるよう取り組んで
いかなければならないと、それぞれの支部長が感じておられることと
思います。大阪は施設支部が増え、小回りのきく連盟作りがなされて
きています。私どもも一施設支部として連盟の目標に向かって地道に
努力していきたいと思います。今後とも、みなさまのご指導をよろしく
お願いいたします。

東淀川支部 支部長　樋 口 和 子

第一回 ポリナビワークショップ in 大阪 を終えて
看護連盟青年部　明治橋病院　福 岡 奈 美　

　今回、第一回ポリナ
ビワークショップin大
阪を開催でき、自分に
とって、本当にいい勉
強になりました。看護
連盟青年部が発足して
１年ちょっとですが、初
めは看護と政治につい
ての繋がり、特に、政治については何も分からず、月１回の集まりで
徐々に政治についても理解することができたと思っています。この、
第一回目のポリナビを行う上で数ヶ月前から、計画・準備を行ってき
ました。今回、テーマとして「看護の未来を伝えよう」ということで
看護の未来についてみんなで語り合う機会にしました。たくさんの
方々が、ポリナビに参加していただき、たくさんの意見が出ました。
グループワークといっても面識もない人との語り合いに、初めは、意
見が出にくかったですが、時間と共にそれぞれ、自分が思っている
未来を伝え合えたと思います。
　また、初めてポリナビの司会をさせていただき、他の青年部メンバ
ーに助けてもらいながら貴重な体験ができました。第一回目であ
り、たくさんの反省点や発見ができたポリナビでした。
　看護の未来のために次の活動も青年部みんなで頑張りたいと思

います。是非、政治の事が
分からなくても少し興味
がある方は、青年部に参
加し、一緒に活動してみま
せんか？　みんなで看護
の未来を変えていけたら
いいなと思います。

平成22年12月19日（日）青年部主催の「ポリナビワークショップ in おおさか」がクレオ大阪東で開

催されました。各支部から若者約100名が参加して、3時間ほど青年部の会員が熱心に参加者との

交流を進めていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報担当

大阪初の
ポリナビ開催
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お知らせお知らせ

編
集
後
記

　あけましておめでとうございます。

　昨年虎歳は多くの国民の期待を受けての政権交代でしたが、阪神タイガースよろしく期待はずれの

千鳥足の大とら、タイガーではなく、タイガイにしてほしいと正月から飲みすぎてこちらも大とら…。

　今年は卯年、ハネて踊れば何とかなるでしょうか？　一度しっかり足を地につけ、はずみをつけ

て飛躍し、目標地点に着地して国民を安心させてほしいものです。今回は今はやりのダジャレッ

ポイ文章になりましたが、国民も看護職もまじめです。何時までも理念さえ定まらぬ政治は終り

にして新しい一歩が踏み出せることを祈念します。

　今年は統一地方選挙もあります。選挙に行って私達で政治の方向性を軌道修正しませんか？

　人まかせではよくならないと思いますが……。　　　　　　　　　　　　　　　　　I・T

　　大阪府看護連盟　新年互礼会
●と　き：平成23年1月22日（土）
●ところ：ホテルニューオオタニ大阪
●参加申し込み　お問い合わせは
　　　　　　　　06－6964－5655  まで

　
　　研修のお知らせ

①●と　き：平成23年2月23日（水）14時～
　●講　師：藤 野 泰 平 氏

　●対　象：看護学生と新人看護職
②●と　き：平成23年3月16日（水）
　●講　師：は ま だ 剛 史 氏（弁護士）
　●対　象：会員・賛助会員

　
　　あなたの入会が私達の看護連盟の力になります！！

会員になって現場の声を大きな声にして国会に届けましょう。
◎年会費は8,000円　本部会費5,000円・大阪府会費3,000円
　賛助会費は1,000円
　（連盟を支援していただける方ならどなたでも会員になれます）

　
　　平成23年度　日本看護連盟
　　通常総会日程が決まりました。

●と　き：平成23年6月3日（金）
●ところ：東京プリンスホテル２F
　　　　　－鳳凰の間－

1

2

3

4
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