おおさか
祝

発行所：

大 阪 府 看 護 連 盟

〒536-0014
大阪市城東区鴫野西2丁目5番25号
ナーシングアート大阪
電 話 06−6964−5655
FAX 06−6964−5665

発行人： 前 川 マキコ
発行日： 平成22年8月18日
印刷所： 新 栄 印 刷

10-3（通-41）

No.

ご当選 お 特 集
め 号
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

参議院議員 高階恵美子さんの

「たかがいさんを永田町に！」
を合言葉に… 5〜6

誕生を祝して………… 2

〈青年部〉〜チョットつぶやき〜 …………… 7

当選おめでとうございます！ ………………… 3

第 22 回参議院選思い出の場面 …………… 8

力強い応援を頂きました …………………… 4

お知らせ ……………………………………… 8

1

おおさか

No.10−3
（通−41） 2010年8月18日

参議院議員

高階恵美子さんの
誕生を祝して
大阪府看護連盟 会長

前 川 マキコ

テレビのニュース速報の早い段階で、氏
名を見つけた瞬間は、本当なのと不思議な
感覚に、そして、あちこちチャンネルを回
していると、共に活動した仲間から電話が
満面の笑み よろこびが
溢れて
あり喜びを分かち合いました。
高階先生の参議院議員のスタートを心よりお喜び申し上げます。
健康に留意されご活躍をお祈りいたします。
この1年、大阪府内を共に回り、多くの皆様と出会い、きらりと光る何かを、
存在感を、大きさを実感し、議員活動への未来が膨らみました。会員も、私も、
嬉しい、快い疲労の中で多くを学び、いい時間を共有でき、沢山の思い出が来ま

（

（

したこと喜んでいます。
これから、さらに進む、少子高齢化社会の中で、看護職に多くニーズが予測さ
れる近未来に、国会議員としての抱負を聞かれ、「社会保障一本でやる。安心し
て最期を迎えられる社会にしなくてはいけない」看護問題だけでなく社会保障政
策全般に取り組む意欲を示される姿に、ご活躍する姿を想像し楽しみに。
看護を考える地方議員の会の先生方とも、街頭での演説、街宣車で市内に、さ
らに後援会の集まりに参加させていただき、きめ細かな活動に、頭が下がるばか
りでした、小さな子供さんが、ポスターでない生高階さんに会いたいと参加して
くれ雰囲気を盛り上げてくれる表情に、蛙の子は蛙を実感しました ここでもこ
れからの私たちの活動方法にヒントを得ました。
若き年代から参加する、知る、学ぶ、伝える、青年部への期待と、蛙の子をだ
ぶらせる私がいますが。
たかがい恵美子と未来を創る会の活動の中では、看護職以外でご活躍の皆様に
も多くの出会いとご支援を頂き、また、大阪
を離れた先輩からも力強い励ましをいただき
心癒されました。
いろんなことが210443票につながり、
南野先生から看護の議員バトンが高階先生に
ご支援ありがとうございました
セブン イレブン いい日になり
涙 涙 うれし涙が
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当選
おめでとうございます！
たかがい恵美子と未来を創る会
大阪後援会長

阪 本

衛

たかがい恵美子は、7月11日の参議院議員選挙全国比例選で、210,443票を獲得し、見事
上位当選を果たすことができました。これひとえに皆様一人一人のご支援お力添えの賜物であ
り、この喜びをともに分かち合いたいと思います。
さて、少子高齢化・労働力減少の高まりの中、私たちを取り巻く環境は、政治・経済・医
療・介護・教育・文化など、実に様々な面でかってない大きな転換期を迎えています。
私が尊敬する安岡正篤師の「人生信條」の中で、世の中には三つの尊い聖職があり、一つは
医者、医者は尊い人の命を救う。もう一つは教育者、教育は人の魂を作る。
そして残りの一つは政治家だ、政治家は困っている人に救いの手を差しのべる。・・・と提言
されています。
この三つの精神こそ今の政治家に求められている大きな要素だと思います。
40年前に強烈的な割腹自刃をした三島由紀夫氏が、死の四か月前に、「これからの日本に希
望は持てない。このままいったら日本はなくなってしまう」と嘆き、「先行き、無機的な、か
らっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に
残るのであろう」と悲観的な予言を残しています。・・・・・経済一流、政治三流と言われて
久しい今日、坂本龍馬のような藩を超えた大きな思想と無私の人の登場が待たれてならない。
高階恵美子さんは、坂本龍馬に決して引けを取らない、天性のナイチンゲール・スピリットに
加え、正義を愛し、人格・識見ともに優れた方です！
正しく政治を進めていただける期待の星です！
ある哲人が「21世紀は女性の時代」と喝破された言葉を思い起こされます。
必ずや国政の場で、この現況の閉塞感を打破し、知恵を出し、汗をかき、期待に応えてくれる
ものと確信しております。

〈やりがい
た
か
が
い

→
→
→
→

いきがい

たかがい〉

たゆまぬ努力 積み重ね
感動させる 志事（しごと）ぶり
ガッツが人を 引き寄せて
いつもニコニコ その笑顔

え → 縁ある方に 支えられ
み → みんなの心 一つにし
こ → 幸福の国 創る女性（ひと）
（医療法人

隆星会・社会福祉法人

大和福寿会

理事長代行）
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力強い応援を
頂きました

おおさか
看護を考える地方議員の会 会長
大東市議会議員 澤田 貞良
第22回参議院選挙を210.443票で見事当選。
選挙中は大阪駅前での街宣、最終日に大阪府下全域の街
宣、個人演説会、電話作戦等で本会議員と看護連盟会員とが
実質的な活動と各後援会との連携で大阪府から当選へと導い
たと確信しています。本会議員の皆様、
関係各位本当にお疲れ様でした。
仕事にやりがい
参議院議員 高階恵美子先生も新たなスタート地点に立たれ、
を生活に生きがいをもてる社会保障の仕組みを創って頂けるものと信じています。
なお、
相互協力として来年に控える統一地方選挙の折には、
ご支持ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
謹白

大阪市会議員 とこだ 正勝
この度はたかがい恵美子候補のご当選おめでとうございます。
また、
「看護を考える地方議員の会」の先生方には絶大なご支援を賜り
ありがとうございました。
また、看護連盟の皆様はじめ、多くの皆様からご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
この勝利を、
3年後の勝利につなげるために、
さらに力を合わせて頑張っていきましょう！
事務局長 羽曳野市議会議員 松村 なお子
たかがい恵美子参議院議員ご当選おめでとうございます。一目あった方は、
たかがい先生の熱い魅力にひ
かれ、
どんどん支援の輪が広がったのだと思います。看護連盟の前川会長をはじめ、
各支部、
青年部の皆さんも
素晴らしい応援部隊で本当に良い結果に私も喜ばせていただきました。
これから、
私達が日々生活する中での、
社会保障、
そして、
看護職の皆さんの願いが届きますようにご活躍されますことをご祈念申し上げます。
東大阪市会議員 樽本 丞史
初めての参議院選挙を戦って、
「伝える」
ことの難しさを改めて実感しました。
全国区という事もあり、
候補者のイメージが十分に伝えられず、
投票日も個人名を記入するという事が浸透してい
ない状況でした。
そんな中でも
「期日前に行ってきたよ」
「夫婦で書いたから」
という嬉しい声も頂きました。
確実な人の輪が必要です。
次回は、
看護連盟により多くの支援の輪が広がりますよう頑張ります。励まして頂いた方々に感謝申し上げます。
門真市議会議員 吉水 丈晴
ご当選おめでとうございます。
「たかがい恵美子」先生の初めての選挙運動に参加させて頂きまして本当に有
難うございました。
人は皆、
日ごろ元気な時には、看護師さんの存在はあまり頭にありませんが、誰でも一度ベッドの人になれば、
24時間何から何までお世話になる人、
その皆さんの職場環境を一番理解して向上させることの出来る人です。
と、
市民の皆さんに説明し、
だから必ず国会へと、
お願いいたしました。
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支部長たちのよろこびの声

真理子

高階先生、当選おめでとうございます。御助力いただいた議員の方々や本部役員・各支部役員ならびに会員の皆様方の応
援活動の結果と、一会員としてもこの上ない喜びです。
電話作戦では留守・留守電も多かったのですが、反応に一喜一憂をし、街頭演説での力説にパワーをいただき、最後の最
後まで応援活動をしようと誓いました。選挙速報に釘付けで、当選確実の朗報が来たときには万歳三唱をし、職能集団の代
表が途切れることが無い状況になったことに安堵しました。
活動後の手ごたえはありましたが、結果として府北支部の投票数としては納得いかないものでした。政権交代やその後の
看護協会との関係、施設リーダーの考え等で、ラストスパート時の活動も賛同や協力を得にくい施設もありました。選挙に行
くことと職能集団の代表であることを中心に、主に役員施設での会員・家族・友人・知人を中心とした働きかけの結果であっ
たものかと考えます。
府北西支部

中川

益枝

参院選・たかがい恵美子さん見事に当選、バンザイ！南野先生のあとを継続する確かな、太いパイプが繋がりました。
この2年間、約100施設の訪問や基礎研修などの活動で連盟やたかがいさんの理解を深めて頂いたと思います。地元議員さ
んのご支援も頂きました。が、看護職自身もっともっと看護と政治についての意識強化を図る必要を感じでいます。
府北東支部

井澤

陽子

高階恵美子当確がテロップで流れた時、思わず拍手して喜びの涙が流れていました。高階恵美子さんと出会えたことは大
きく"この人なら現場の声を届けてくれる。ベッドサイドから政治を変えられる"と思うことが出来、支部幹事の思いも同じで
一つになれました。私たちは、一つでも多く現場の声が聴けるように活動していき、高階さんには有言実行！政治の現場での
活躍を期待しています。
市西支部

本多

日出美

「たかがい恵美子先生、当選おめでとうございます。看護の歴史にまた新たな一歩が刻まれたと感じました。
看護師ひとりひとりが誇りを持って仕事も私生活も送ることが出来るようにもう少し社会的地位が向上し、看護の世界が広
く認知されるよう、私達は目の前の患者様へのケア提供を頑張ります。先生は社会保障という枠組みの中で患者様も働く看
護師も共に安心して暮らせる社会のシステムを作って欲しいと期待しています。」
市北支部

古川

順子

たかがい先生ご当選おめでとうございます。
前川連盟会長、役員の方々もお疲れさまでした。
当院は師長、主任が中心に積極的に電話作戦に参加してくださり、委員として嬉しかったです。看護部長からも「御苦労さ
ま」と声をかけてくださり肩の荷が下りました。
たかがい先生のご活躍に期待すると共に、皆で先生を盛り立てて行かなくてはと強く思いました。
府東支部

高戸

サチヱ

『たかがいさん』当選おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
看護職の代表として、議席が確保できたことは本当に嬉しい限りです。
清水先生が政界を去られ、南野先生も今年の7月で任期終了…、前回の参議院選挙で失敗をしているだけに、
『後がな
い！』との思いで応援をスタートしました。しかし、昨年11月看護協会が突然『不支持』の方針を表明、
『たかがいさん』には
『青天の霹靂』だったと思います。私達連盟会員もここへ来て『梯子を外すなんて！』と戸惑いましたが、たかがいさんの信念
を貫かれる姿勢に勇気づけられ、支部役員・会員が『何が何でも当選させよう！』と危機感を持って頑張ることができまし
た。頑張った会員とご支援頂いた方々に感謝申し上げます。
市東支部

土居

徳子

ご当選おめでとうございます。初めて支部長として連盟の活動に参加し、役員のパワーの凄さに圧倒され、議員や政治を
これほど身近に感じたことはありません。施設訪問や選挙はがきなどを通じ、職揚環境改善のためにも看護師が看護の代
表を国政に参加させるという意識が大切であり今後も地道な活動をしていきたいと思いまナ。
市南支部

支部長

安井

寛子

「たかがい恵美子」氏、参議院議員選挙 ご当選おめでとう御座います。
看護の代表として輝かしく、国会にデビューする事、私達看護連盟の役員、会員は心より、嬉しく感激して居ります。
これからの6年の任期の中で、看護職の声を国政に届け看護環境の推進発展の為に、ご尽力いただけると信じております。
私達、役員・会員は、今回の結束をバネに、看護連盟の次なる飛躍を目指し精進したいと思います。
堺支部

坂口

晴美

たかがい恵美子さん当選おめでとうございます。当日は、当確がでるのをドキドキしながら待っていました。
結果、21万票を超える得票で当選されたこと大変うれしく思います。堺支部役員・会員一同・選挙応援してきた甲斐があり
ました。これからも応援していきます。
府南支部長

中島

陽子

この度は素晴らしい結果で当選できましたこと、本当に嬉しく思います。
支部役員はじめ、ご協力いただいた皆様に、本当に本当に感謝いたします。
皆様の一票一票が実を結びました。これからも看護の力が団結して、現場の声を国政に届けられるよう、看護連盟は頑張っ
ていきます。
これからもよろしくお願い致します。
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おおさか

知子

７．11 感動と興奮のため睡眠不足で出勤した私を待ち受けていたのは「たかがいさん、勝ちましたね」
「私の清き1票が
生かされました！」と若いスタッフからの喜びの声が・・勝利を現場の若いスタッフと分かち合えたことが更なる感動を与えて
くれました！！
協和会支部

城島

理子

《高階さん》当選本当におめでとうございます。
7/11日やっとスタートラインに立って頂く事ができました事、"看護師もやればできる"と実感できた、大変にうれしい瞬間で
もありました。
今回会員の半数以上が、期日前投票に、当日、父母兄弟・旦那様・友人・同僚と共に手を取り投票に行って頂きました
やはり協和会の団結力はすごいなあと実感、喜びと感謝の思いで一杯です！！
ありがとうございました。
これからも皆で政治に関心を持ち、積極的に参加して行きましょう！！
千里中央病院 永津

八代子

「たかがい恵美子」当選は本当に、本当に嬉しく思います。
終盤の街宣での訴えは、何とかして国政の場へ送り込む！という意気込みを更に感じ街の人に会員を動員して呼びかけました。
私の支部は、開院間もない所もあり会員数は少ないのですが、職場の皆、家族・親戚にできるだけ呼びかけを求めました。
ポスターは職場のロッカーやトイレにも貼り、じっくり見て頂き「たかがい」をPRしました。私たちの代表として思いっきり
働いてください。"現場の声を国政へ"更に看護連盟を強化していきましょう！！
池田病院支部

岡本

邦子

たかがいさん当選おめでとうございます。私たちの代表として国政へ参画できることを大変喜んでいます。今日まで培って
きた経験を基に大いにその手腕を発揮していただけるものと確信し期待しております。
当支部は今年度立ち上げたばかりですが、看護職各々が自立し充実した医療を目指して活動したいと考えています。
東淀川支部 樋口

和代

ステップ・ジャンプ・総会でたかがいさんにお会いし、握手をさせていただく度に力強さを感じ、何としても看護の窓口を
一つという思いを強くしました。無事、目標を達成できた事を心から嬉しく思います。スタートラインに立ちましたが、今後も
私達の活動に更なる結束が必要だと感じています。
船員保険支部

前川

テル子

たかがい恵美子さん御当選おめでとうございます。これまでの活動本当にお疲れさまでした。これからが本番、選挙戦で
の「いのちと暮らしを守ります」のメッセージが政策となり国政に活かしていただくことを社会全体が望んでいることだと思
います。今後も応援します、頑張ってください。
日生病院支部

町田

惠子

たかがい恵美子さん、当選おめでとうございます！
不慣れながらも、連盟の総力を結集した戦いが、結果をもたらしたと思います。
7月12日、朝のミーティングでスタッフに選挙について聞いてみたところ、みんな選挙に行き、また選挙速報もどきどきしな
がら見ていましたとのこと、リフォーム連盟の効果が結実したと感じました。
これで終わりではなく、引き続き、たかがい恵美子さんを応援し、今後の医療制度や社会保障の改革、安心な高齢化社会が
実現できるように、一緒に頑張りたいと思います。
堺ベル支部

槙山

久美

大丈夫だろうかという不安の中、
「やりがい、いきがい、たかがい」のキャッチフレーズを支えに活動していました。
「当
確」のマーク表示とともに、たくさんの方からメールをいただき、まるで自分が当選したかのような気分でした。結果が出せ
て本当によかったです。
錦秀会支部

時本

容子

今年、春から新しく施設支部を立ち上げました。
施設内で連盟の事、高階さんの事を、少しずつ広げていきました。
選挙が近づき、施設での目標投票数を看護協会会員数の200票としました。
結果は300票を獲得する事ができました。高階さんの当選はとても嬉しい事ですが、職場のみんなの協力を頂き、
「やった
一！」って感じです。
明治橋支部

永田

由紀子

思えば昨年7月4日のホップを皮切りに、翌月のステップそして一年足らずの選挙活動。小さな施設支部ではありますが、
幹事が力を合わせて「たかがいさん」の名前を覚えてもらうよう、更衣室や病棟の休憩室にポスターを貼るなど努力した結
果、認知度は100％。
「高階さんを永田町に！」の目標が達成できた喜びを感じています。
和泉府中支部

並木

由美

「本年4月に施設支部が立ち上がり、始めての選挙活動で不安と戸惑いで、いっぱいでした。しかし、施設支部役員の方々
の力強い声と協力があり、慣れない活動も頑張ることが出来ました。今は良い結果が得られたことに対しての喜びと感動、そ
してほっとした気持ちでいっぱいです。」
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〈 青 年 部 〉 〜チョットつぶやき〜
「ひょんなこと」が
青年部へのきっかけに

住

良太郎

この数年、看護を取り巻く環境が厳し
い、大変、と言われるこのごろ、何が大
変か分からなく日々を過ごしてきました
が、ひょんなことから連盟の青年部に入
り、看護と政治の繋がりを知りました。
看護師・患者の世界の為に動いてくれて
いる人がいる。もちろん患者の為でもあるが、自分達の為にす
こしは自分も動くべきではないかと考える今日この頃。

経験年数を超越、共通項で
繋がっている青年部
毛野

和代

看護師になって10年ちょっと。看護師
になった頃は、何がなんだがわからなく
て辛い日もあったけど、今では楽しく仕
事をさせてもらってます。そんな中、大
阪府看護連盟の青年部の皆と出会って看
護師って共通項でこんなに仲良くなれる
んだなぁって思ってる今日この頃です。

これからの看護師人生を
素敵に過せる活動を
名和

晶子

声＝一票として
ここから始めましょう

末永

研

看護師になって8年、まだまだ男性看
護師って少ないなぁと思います。世の中
では男性の育児休暇が認められましたが
男性看護師はどうしていくのでしょう。
男性も働きやすい職場を作っていくには
これから僕達も声を上げていかなきゃで
すね。声=一票としてここから始めましょう。そして、今回の選
挙ではたかがい議員の誕生万才です。

頑張るぞ！
男性看護師パワーアップ

藤原

大樹

最近、やっと男性看護師というものが
世間に定着してきたように思う。今まで
は『男が看護してて家族を養っていける
んか？』というようなことを友達によく
言われたが、管理職以外にも専門・認定
看護師という看護師からのステップアッ
プの道がある事をまわりは知らない。看護の道も捨てたもんじ
ゃないそぞ！と言ってやりたい。

青年活動風景

看護師になって4年目。新人
指導をする立場になって、こ
の仕事が楽しいと働いてもら
えるような指導を考える日々
です。それと同時に青年部の
活動を通して、これからの看
護師人生を素敵に過ごせるようみんなと考えていま
す。少しこの活動は大変だと思っていたけど政治は大
切、そう思えたのは私の成長ですね。

会 員の
つぶやき

悩み
要望
課題

etc

◉スタッフに声をかけてもあまり聞いてくれない事があるので
困っています。
◉病児保育施設の不足、中小病院では院内保育所は作れないと
言われ1日に3人のスタッフが休んでしまったり・・・。
◉中小病院から新人研修や新人看護師のモデル事業に参画したいと申請しても条件が合わず却下。規模の大きい施設の方に助成金もわたってしまう。もう少し現実
を見て改善策を出してほしいものです。
◉中堅ナースがバーンアウト寸前であると教育担当として実感しています。「いい看護をしたい！」と思いながら現実とのジレンマに心を痛めています。
◉人材確保が厳しい状況です。転職組みに前施設との比較をされるのがメリットでもあり、デメリットでもあり採用時の教育にも指導能力を求められます。指導者
研修に予算はつかないものでしょうか。
◉連盟入会は師長、主任クラスが強制加入するものと思っていたが、認識にずれのあることを連盟の研修でよく理解出来ました。
◉連盟の会員数が増えれば政治への参加協力も出来ると思う。
もっと連盟の実態を知らない人達にアピールする必要があると思う。
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お知らせ

平成22年度
支部名

第22回参議院選思い出の場面

新支部長紹介

支部長名

支部名

支部長名

府 北 支 部 竹中真理子 泉 南 支 部 宮部藤十郎
市 北 支 部 古川

順子 オアシス支部 小田

頑張りました

〈施設訪問で
歓迎を受けました〉

昌子

画 ： 尾野 千夏子

アッ
選挙行って
「たかがい」
と
書いてこよう

ぶれない で・
・
・
！

なごやかに
温かく・
・
・。

私が一人
頑張っても
「たかがい」
さん
本当に通るかナ？

新人研修へ
飛び込み

選挙マスコット
「センキョン」

あなたの貴重な
一票は必ず
生かされます

〈決起大会〉

たかがい恵美子が取り組む3つの重点課題
看護師だからできる

１ 健康増進と福祉の充実した社会
２ 安心してやりがいをもって働ける社会
３ おもいやりと感謝の心を育む教育と環境づくり

当

選
だ！

たかがい参議院
議員誕生
バンザーイ！
！
やったァ〜

がんばろうコールで
﹁ガンバロー﹂

決意表明

編集後記

イザ出発（街宣車にて）

まずは「高階恵美子参議院議員の誕生おめでとうございます」ですね。この2年
余りよく頑張りました。今回は得票数も前回より大きく伸びてうれしい限りです。

でも実際は出発したばかりでこれからです。高階議員の活動を見守って行くこともさることながら、次3年後
もう一人私達の心の中ですればもう一人代表を出さなければ安心とはいい難いと思うのですが・
・
・
・
・。
南野議員は7月で議員を退任されました。18年間のご活躍に心から感謝する次第です。

8

I･T

