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南陽市白竜湖

  　皆さまこんにちは

 　日頃より看護連盟活動へのご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症も感染力の強い変異株の出現により、第５波ではかつてな

いほどの感染拡大が続きました。皆さまの施設におきましても収束の見えない閉塞感の

中、通常業務に加えてコロナウイルス感染症の対応と緊迫した状況下での業務を強いら

れていることと思います。皆さまのご奮闘に心から敬意を表し、お礼申し上げます。

　さて、当看護連盟の活動につきましては、通常総会以降、コロナ禍の合間をぬって施設訪問をさせていただ

きました。お忙しい中、快くお受け下さり、貴重なご意見をたくさんお聞きすることができました。さらに、

昨年成しえなかった看護管理者セミナーや新たに計画した新会員セミナー等も開催することができ大変嬉しく

思っております。

　今般、この長期化した感染状況を目のあたりにして、会員の皆さまがどのような気持ちで業務に専念されて

いるのか、現状把握のためにアンケート調査をお願いいたしました。お忙しい中、ご協力いただきました皆さ

まに紙面をお借りして心よりお礼申し上げます。皆さまから寄せられたご意見を集約し、「現場の声」として

お届けしたいと思います。

　また、今後の活動につきましても、コロナ禍を鑑みながら皆さまのご協力のもと、着実に進めてまいります。

　この機関紙「紅の花」が皆様のお手元に届くころには、少し落ち着きを取り戻せていたら幸いです。

　最後になりますが、会員皆様のご健康とご活躍を心より願っております。

山形県看護連盟 会長　伊　藤　加代子

ご あ い さ つ
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令和３年度　山形県看護連盟通常総会
開催日：令和３年５月29日㈯　13：30～15：00
会　場：山形ビッグウイング
出席者：793名（会場出席者 43名　委任状 750名）

　令和３年度山形県看護連盟通常総会は、長期化しているコロナ禍の中、感染対策を万全に行い、山形ビッ

グウイングで開催されました。

　会場には、会員29名、役員支部長14名が集い、委任状出席750名を得て通常総会は成立しました。昨年の書

面議決に続く、コロナ禍での開催となり、集合人数を押さえ、来賓もお呼びしないというコンパクト開催に

なりました。

　総会では、報告事項６項目が承認され、審議においては提案された５つの議案が議決されました。令和３

年度は、「届けよう看護の声を！　私たちの未来へ」のスローガンのもと、重点目標を「力強い組織の創生」

「自律した組織活動の推進」「会員の政治意識の向上」を掲げ、活動をすることになります。

　具体的な活動計画では、新企画として、７月に新会員セミナーの開催（実際にはオンラインで、８月に２回、

夕方の時間帯に開催）、12月の青年部委員会主催のポリナビでは『模擬選挙』を取り上げます。多くの会員の

参加を期待しています。

　総会の終わりに、新旧役員が紹介され、退任される３名の方へ伊藤会長より謝辞が述べられました。総会は、

時間通りにスムーズに進行され閉会となり、引き続き、シンポジウムが開催されました。

山形県看護連盟通常総会報告

報告者　幹事　有　川　芳　子
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シンポジウム〈通常総会後に開催〉

　テ ー マ
　「コロナ禍における看護職への期待に応えるために」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座　長　　山形県看護連盟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　伊　藤　加代子

　基調講演　　国政報告
　　　　　　　　～看護職国会議員としての活動～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　師　　参議院議員　髙　階　恵美子 氏

　　シンポジスト

　　　　１．医療現場の看護管理者の立場から　　　　山形済生病院　看護部長　黒　沼　幸　恵

　　　　２．保健所の保健師の立場から　　　山形県庄内保健所　地域保健主幹　渡　部　順　子

　　　　３．介護施設の看護師の立場から　

　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホームサンシャイン大森　看護師　斎　藤　佳奈子

　　　　４．看護教育者の立場から　　　　　　　　山形厚生看護学校　学校長　横　山　洋　子

シンポジウムに参加して
　　　　　　　　　　　　　　　東北中央病院　柴　田　千　秋

――――――――――― 　 ――――――― 　 ――――――― 　 ―――――――――――

　今回シンポジウムに参加させていただきました。コロナ禍になり、リモート

参加は初めてのことで新鮮でした。今後研修会やシンポジウムが、リモート参

加可能となれば、感染の不安なく安心して参加できることを痛感いたしました。

　今回髙階先生の参議院議員としての活動を拝聴し、とても刺激になりました。私達は、院内にコ

ロナを「持ち込まない・院内感染を起こさない」という信念のもと、日々の業務に勤しんでいます。

これまで、政治レベルでどのような政策や制度が整備されているのか勉強する機会がありませんで

した。メディアで報道されていない制度も整備されていることを知り、希望を持つことができました。

　また、それぞれの施設の感染対策を知り、自部署での感染対策に取り入れていこうと思います。

貴重な情報をありがとうございました。
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　今回、「サンシャイン大森」施設長の実践報告をお聴きして、看護管理者の適切な管理実践の成果を多く知

ることが出来ました。管理者に求められることを健全な経営管理、顧客満足度、人材育成にまとめ述べられ、

最後にナイチンゲールの言葉で締められました。私はこの対応に、看護の基本を忘れず前進する姿が伺えま

した。そして、看護管理者視点で考え、行動実践できている姿に共感し、学ぶことが多くありました。

　髙階議員の11年の歩みを共に振り返り、活動実績の凄さを感じました。2021年は、新型コロナウイルス感染

症対策本部副部長としてご活躍しております。ワクチン報道や今後の対応について熱く述べられている姿に引

き付けられました。そして、これからも髙階議員を応援して行きたいと思いました。最後に、コロナ対策の実

現で、救われた私達は、看護協会・看護連盟の活動に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

新会員セミナー（オンライン）報告
　テ　ー　マ：看護連盟活動を理解しよう！
　開　催　日：令和３年８月19日（木）24日（火）
　時間・方法：18：00～18：45
　講　　　師：山形県看護連盟会長　伊藤加代子
　参　加　者：78名（８月19日　39名　８月24日　39名）

参加者の感想＜アンケートより抜粋＞
・「私たちの声が力になります。明るい未来のために」が心に響いた。
・�コロナ禍における要望を実現させ、恩恵を受けた者として、看護連盟の活動に
感謝します。
・�「『現場の声』『生の声』の提言だけでは、課題解決まで結び付けることは出来な
いこと。そして、法律を作ることが出来るのは国会議員だけなので、政治力がな
ければ現場は変わらないこと。それを解決するには、代表議員を応援し国政に送
り看護政策の実現を目指すことが重要になります。」を再認識した。
・�看護連盟は、看護職の代表を国政に送り看護職の現場環境を良くすること、そし
て地域住民の健康増進に貢献できるよう活動していることが理解できた。
　★多くの感想を頂きましたが、抜粋での紹介となりました。協力に感謝します。

看護管理者セミナー（オンライン）報告
開催日：令和３年８月21日㈯　
会　場：TISカンファレンスセンター
出席者：32名

　テーマ　　「看護職の施設管理者の実践から学ぶ」
　　　　　　　　　　　講師　　特別養護老人ホーム　サンシャイン大森　施設長　菱　沼　松　子 氏

　講　演　　「看護職国会議員としてのこれまでの活動」
　　　　　　　　　　　講師　　参議院議員　髙　階　恵美子 氏

看護管理者セミナーに参加して

　　　　　　　　　　　三川病院　看護部長

　　　　　　　　　　　上　野　泰　子
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  「医療従事者の頑張りに感謝！」 
１０月２３日(土) １３時３０分から 

ブルーインパルスが庄内の空を飛びます。 

   １３：３０  遊佐町上空 

   １３：３３  酒田市上空 

   １３：３４  庄内町上空 

   １３：３６  鶴岡市上空 

   １３：３８  三川町上空 

 

＊前日、１０時３０分から練習飛行も行われます。 

 
      
 

 

 

自由民主党山形県支部連合会表彰（優秀党員）
　看護連盟支部　
　　　舟山病院　看護部長
　　　　　　高　島　豊　子 様

　　　　　　　　受賞おめでとう
　　　　　　　　　　　　　ございます。

　全会員対象に
　　「新型コロナウイルス感染症に
　　　　　関するアンケート調査」を実施
　　　実施期間　令和３年９月１日～15日
　　　回 収 数　７４６部（回収率：81. 4％）

　会員の皆さまのご協力に感謝いた
します。素晴らしい回収率で、意見
を求めた設問では、1,600件を超す
意見が集まりました。現在、意見を
集約しているところですので、まと
まりましたらご報告させていただき
ます。

旧役員の皆さん ありがとうございました
副会長　井上　久美　　　幹　事　信夫　松子
　〃　　五十嵐明美

　 　　　　　幹事　西塔　誠子　　
　この度、看護連盟の幹事を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
私は、定年退職後、山形県看護協会で３年間教育研修に関わってきましたが、義父の介護もあり、
この３月に退職しました。そんな時に、お声がけいただき微力ながらもお引き受けすることに致
しました。県内の看護職の皆様に少しでもお役に立てるように、がんばりたいと思っています。
　ご指導アドバイスよろしくお願いいたします。

新　役　員　紹　介

　 　　　　幹事　本間こずえ　　
　今年度から庄内・最上支部の幹事をすることになりました、個人会員の本間です。在職中は後
輩に対して看護連盟の活動が私たち看護職にとって大切な組織だということをうまく伝えられず
にいました。幹事としての活動を通して、看護職の課題を解決できるお手伝いと看護連盟の活動
を伝えることができればと考えています。不慣れではありますがよろしくお願いいたします。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　桝沼　浩美　　
　この度、幹事を務めさせて頂くことになりました。連盟に入会して数年になりますが、恥ずか
しながら連盟の役割や重要性を理解出来ていないのが正直な所で只今勉強中です。今、看護の現
場は少子超高齢化に加えて昨年来のコロナ禍で、大変な業務を強いられ疲弊しきっており不満も
蓄積している事と察します。不満が只の愚痴で終わる事なく国政に届けられるよう、皆様の声を
お聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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庄内最上支部

村山第１支部

置賜支部
三友堂病院支部
舟山病院支部

村山第２支部

山形県看護連盟 令和３年度 支部活動目標紹介

山形第１支部

　　支部長　長岡　咲子
○ 交流の輪を広げ、会員の

連盟の意義や活動につい

て理解を深める機会を増

やす

山形第２支部

　　支部長

　　　村山　玲子
○ 連盟の理解を深

め、各層の会員増

をめざす

山形済生会支部

　　支部長

　　　三宅　圭子
○ 済生会支部の会員

増を図る

東北中央病院支部

　　支部長　佐藤香奈子
○ 施設連絡員と連携し、連盟活

動の活性化を図る

○ 若手会員の看護連盟活動への

理解を深める

村山第１支部

　　支部長　森　　圭子
○ 現状の会員数を保ちつつ

連盟活動を継続する

庄内最上支部

　　支部長　信夫　松子
○ 現場スタッフの声を吸い上げ課題解

決につながるよう支部と県本部との

連携を強化する

○会員の拡大目標を現状維持63名とする

村山第２支部

　　支部長　五十嵐明美
○ 会員の連盟活動に対する

理解を深める

○会員拡大を図る

置賜支部

　　支部長　竹田　和美
○ 会員が連盟活動の意義と

役割を認識し会員拡大に

つなげる（目標値110名）

三友堂病院支部

　　支部長　寒河江裕子
○ 支部役員活動の充実と、会員

への連盟活動の意義の伝達

舟山病院支部

　　支部長　高島　豊子
○ 会員個々の連盟活動に対する理解を深める

篠田好生会支部

　　支部長　早坂　修子
○ 施設連絡員との連携を強化し、支部活動の活性化を

図る

届けよう看護の声を！
　私たちの未来へ

山形第１支部
山形第２支部
山形済生会支部
東北中央病院支部
篠田好生会支部
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令和３年度　ポリナビ  ＜開催予告＞
　　テーマ　　「模擬選挙」
　　日　時　　令和３年12月４日（土）　13：30開会
　　会　場　　TISカンファレンスセンター
　　参加費　　 無料

カンタくん

青年部だより ７月13日（火）第１回委員会開催

委員長 佐藤　圭汰
委 員 長 佐藤　圭汰 三友堂病院支部

副 委 員 長 髙梨　涼平 三友堂病院支部

副 委 員 長 佐藤　　修 篠田好生会支部

委 　　 員 早川　佳奈 東北中央病院支部

委　　 員 今野もも恵 東北中央病院支部

委　　 員 丸岡　瑛子 庄内最上支部

委　　 員 髙橋奈緒美 置賜支部

・�委員の入れ替えがあり、今年度は下記の７名の
新体制で頑張ります。

第１回
委員会風景

　
全員が出席
３人は集合、
４人がリモートで

あいさつ

　今年度より青年部委員長となった、
三友堂病院の佐藤圭汰です。

　今年で５年目になりますが、昨年、一昨年とポリ
ナビを開催することができず、今年は是非開催でき
るように委員一同計画していきたいと思います。
　よろしくお願いします。

＊ ポリナビとは「Politic Navigators' Network」の略で、「政治」
「政策」の観点から日本の社会保障を学び、自分たちにできること
を模索して、日本の看護・医療を今より素敵なものにすることを
目指しています。

ポリナビって　何？？？

ミニ研修情報スライド（紹介）

・選挙には、禁止事項がたく
さんあり、候補者も、支持す
る人もルールを守って選挙運
動をしなければなりません。
・投票依頼について、公務員
や職位の高いものは、地位利
用にならないよう注意しま
しょう。

・それ以前に投票依
頼などの特定の候補
者を当選させるよう
な働きかけは事前活
動となり法律で禁止
されています。

レンコちゃん

選挙

事前運動にならないで！！
　　　　選挙期間を正しく理解

私たちは、家族や地域、学校や職場な
ど、さまざまな場でくらしています。
私たちの生活や社会をよくするため
には、私たちの意見を反映させてくれ
る、代表者が必要であり、その代表者
を決めるのが「選挙」なのです。

選挙運動が許される期間は、立候補届出日から投票
日の前日の午後12時までです。立候補届出日の当日
であっても、届出手続きが完了するまでは選挙運動
を開始することは出来ません。
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令和３年11月20日(土)13：30 ～ 15：30会員セミナー・アンガーマネジメントTISカンファレンスセンター

令和３年11月20日(土)
10：00 ～ 12：00

合同役員会
TISカンファレンスセンター

（お問合せ先） TEL 0258-33-3208
FAX 0258-33-3210

あなたもラジウムの低放射線を試してみませんか

ラジウム温浴器

ふくらはぎサポーター
不思議の波・THｚ（テラヘルツ）

不眠・ストレスにも有効

使用いただきたい製品です。

足のむくみ・立ち仕事・運動不足の方に

ホルミシス製品で健康になろう！

THｚ（テラヘルツ）
シルクな丈長腹巻

丈長仕様と両面シリコンプリントが

シェイプアップに最適。

優れたフィット性と伸縮性

ラジウムパワー

玉川温泉の湯ノ花パウダーを練りこんだシリコンプリントがプリントされています。

膝のカーブに合わせた形状

内側にはパイル地を使用

ひざサポーター

GTR

RADIUM
ラジウム

GERMANIUM
ゲルマニウム

TOURMALINE
トルマリン

総重量 約2400g
直径２３５㎜×高さ５１㎜

　変異株が次々と出現しているコロナ禍のもと、感染対策・ソーシャルディスタンスで、皆さ

ま心身共にお疲れの日々を送っていることと察しております。十分な睡眠、バランスの良い食

事などに努め免疫力アップを図り、この状況を乗り切りましょう。

　医療従事者の皆さま、本当にお疲れ様です。感謝申し上げます。

編 集

後 記

今後の予定

令和２年10月16日（土）13：30 ～
合同役員会TISカンファレンスセンター

令和３年12月４日(土)
13：30 ～

ポリナビ
TISカンファレンスセンター

身近な方にも入会をおすすめください
2021年度 会員募集中

紅の会
会員

未就業の概ね65歳以上の看護職で、
公益社団法人山形県看護協会会員でない方

会 費 2，000円

賛助
会員

当連盟の趣旨に賛同いただける看護職以外
の個人又は団体

会 費 1，000円（一口）

学生
会員

看護学生で
当連盟の趣旨に賛同いただける方

会 費 無 料

連盟
会員

公益社団法人
山形県看護協会会員の方

会 費 8，000円
（本部会費 5，000円・県会費 3，000円）

特別
会員

正会員であった方で就業せず
公益社団法人山形県看護協会会員でない方

会 費 8，000円
（本部会費 5，000円・県会費 3，000円）

連絡先
山形県看護連盟事務局 〒990-0023 山形市松波4丁目-1-39

TEL 023－633－8153

会　　員　916人　　紅 の 会　10人
賛助会員　  19人 令和３年９月15日現在

アクセスしてね
http：//renmei-yamagata.jp/


