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編集後記編集後記
この夏には第23回参院選が行われます。いよ
いよ私たちの代表石田まさひろ氏の出番です。
一人でも多くの方々に、自分の大事な1票をい
かしてほしいと、今号では、「選挙に行こう!投
票しよう!」という特集を組みました。
また、ちょっとカフェのコーナーでは「MEN’S 
KITCHEN」を始めました。男子目線のアイデ
ア料理、夕食にいかがですか。

（広報委員一同）

皆様に愛されて、東洋羽毛は60年
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クリーニング・リフォーム、
下取り承っております。
お気軽にお問い合わせ

ください。

連盟会員を
募集して
います！！
看護現場の問題を解決していくため
には、看護職自身が連盟活動に参加
することが必要です。
ぜひ、会員になりましょう。

鶏手羽元のコーラ煮
① 鍋に手羽元10本程度並べる
② 全体がつかる位コーラを入れる
③ 中火で煮ながら灰汁をとる
④ 灰汁を取り終えたら醤油大さじ4～5杯程度入れる
⑤ 落とし蓋をして時々かき混ぜながら、コーラがある程度なくなるまで煮る
⑥ 好みでウズラの卵を入れて一緒に煮る

今年度か
ら

男性看護
職の

料理を紹
介します

。

〈レシピ〉

〈提供者〉
西広島リハビリテーション病院
　　　　宮原 健

＊忙しい時にお勧めです。
　簡単に作れて、ビールが
　すすみます。

日 時

会 場
講演1 「広島県看護連盟の現状と

課題」

広島県看護連盟会長  福水 美恵

報  告 「ポリナビワークショップ
 in 長崎」

報告者  青年部委員

衆議院議員 日本精神対話学会
会長

中川 俊直
講演2 「指導精神対話士として見

えてきたもの」

平成25年 6月22日㈯
13:30～16:00

広島県看護協会会館 3F

平成25年度 会員研修
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会長あいさつ
　強い組織力と実践力を

ステップⅡ支部集会開催
　広がる石田まさひろ支援の輪

ベッドサイドから政治を変えよう!
　特集 選挙に行こう！投票しよう！！

石田氏への応援メッセージ２
　ステップⅡ支部集会から
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広島県看護連盟通信

会員数（H25年度）
H25年3月31日現在
正会員
名誉会員
特別会員
学生会員
合計
賛助会員

5,727人
3人
5人
26人

5,761人
588人
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「一粒のちから」の意味
一人の力は小さくて弱い。けれど同じ意志を持
つ仲間が連帯すれば、大きくて強固なものにす
ることができる。会員一人ひとりの力は麦のよ
うに、力強く伸びてゆく大切な力である。

 http://hiroshima-kangorenmei.jp/
広島県看護連盟のホームページを開設いたしました。
アドレス

広島県看護連盟 でも検索できます。

Cola



三次・庄原支部長　福島貴子
　会場には１２６名が集い、石田まさひろ氏の熱い思
いを直に聴くことができました。会員からの応援メッ
セージに続き、三次どんちゃんの軽快な囃しと踊り、
最後は赤い花を右手に全員でガンバローコール。会
場は真っ赤な声援に包まれました。

施設訪問

三次・庄原支部集会
呉支部長　日下とよみ
　稲田朋美内閣府特命担当大臣、寺田稔内閣府副
大臣、中川俊直衆議院議員、下原康光県議会議員を
迎え支部集会を開催しました。２支部合同で共に協
力し活動することは、７月の参議院選挙に向けて大
きな力となりました。

呉支部、東広島・竹原支部
集会
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強い組織力と実践力を

　木々のみどりが新緑から濃緑へと次第に変化し、樹木は力強く成長しています。

皆様には連盟活動にご支援・ご協力いただき深く感謝いたします。

　平成２５年度の広島県看護連盟通常総会は、「石田まさひろ決起大会（ジャンプ）」

に合わせたため、例年よりも約１カ月早い、５月２４日(金)の開催となります。

　平成２４年、私たちは石田まさひろ氏を国政に送ることを決め、３月のホップ大会を

皮切りに、政策推進集会、ステップⅠ、ステップⅡ支部集会を開催するとともに、多くの施

設訪問等をさせていただきました。それらを通して｢石田まさひろ｣氏に対する理解と支

援の輪は広がっているように感じていますが、これからが正念場です。政治は看護の夢

をかなえる手段です。夢に向かって、会員一人ひとりが熱く燃え、頑張っていきましょう。

　石田まさひろ氏はこの１年間、全国の看護職が働いている場所を回り、現場の声に

耳を傾け、これから何をなすべきかを考えてこられました。皆様からの意見を集約しなが

ら、看護政策の実現と看護の明るい未来のために奮闘しています。

　今年２月には厚生労働省から、平成２５年度の看護関係予算(案)が公表され、私た

ちが要望し続けている看護職の離職防止、復職支援、看護業務の安全性検証事業、

養成力の確保等や、新たに看護補助者活用推進事業にも予算がつく予定です。

　私たちの地道な活動が少しずつ前進しています。今後、もっと会員を増やし、より強

い組織力・実践力をつけていきたいと思っています。

　今年度の総会と決起大会には是非多くの方にご参加いただき、目的達成に向けて

力を結集し、活動を実りあるものにしていけることを願っています。

広島県看護連盟会長　福水美恵
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来賓とともに
ガンバロー

稲田大臣・寺田副大臣とともに

力強く語る
石田氏

新星☆ゆずりはなるこ会による「よさこい」

会員とにこやかに握手

庄原日赤病院

松伯園

三次病院

子鹿医療療育センター 三次地区医療センター

竹原病院

井野口病院

ほうゆう病院

（絵：庄原赤十字病院）

ビハーラ花の里病院

三次地区医療センターによる
“三次どんちゃん”
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なーんだ
カンタン !!

「入れて下さい」「入れて下さい」

投票を依頼

●選挙の公示前にこの３要素を
同時に伝えると選挙違反
　になります。

●選挙運動は、選挙期間（公示日から
　投票日前日）中に行いましょう。

例 . 「次の参議院選挙で、看護レンコさんへ
　  1票をお願いします」など

「次の選挙で」「次の選挙で」

特定の選挙

「○○さんを」「○○さんを」

特定の候補

〈特集〉

4 5

ベッドサイドから政治を変えよう!

選挙に行こ
う!

投票しよう
!

期日前投票に
行きましょう

参議院議員選挙には選挙区選挙と比例代表選挙があります。

今年７月には参議院議員選挙が行われます。ルールを守って大事な1票を投じましょう。

「候補者名」を書く
どうしても書けない場合は
政党名でも可

各政党ごとに
「得票数の多い順」に
当選する

●公示日の翌日から投票日の前日まで
●午前8時30分～午後8時（地域によって変更あり）
●期日前投票所は、各市区町村に一カ所以上設けられます

インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法
改正案が4月中に成立する見通しです。7月の参院選から
の解禁に向けて、現在ガイドラインが作成されつつあります。

そうこなくちゃ !

エエッ、
期日前投票
知らないの？レンコちゃん

私、選挙の日は
勤務だから
行けないわ。
止めようかな

期日前投票に
行ってきたわよ
手続きは簡単だし、
みんなにもすすめるわ。

それって
どうすれば
いいの？

投票日に
都合が悪い時は、
期日前投票が
できるんだ！

市区町が決めた投票所で
投票できるよ

投票用紙を直接投票箱へ

基本的な手続は選挙期日の
投票所における投票と同じ

選挙区選挙

定数146人（3年ごとに半数73人改選）

候補者名による投票

比例代表選挙

定数96人（3年ごとに半数48人改選）
候補者名による投票

（政党名による投票もできますが
候補者名を書きましょう）

Q

A 各政党等ごとに、得票数の
最も多い候補者から順に
当選人を決定するからです。

選挙運動の３要素

看護の未来を変えるのはあなたの1票です!

期日前投票所で
投票用紙へ記載

期日前投票

ネット選挙解禁へ

選挙ミニ知識
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三 原 ・ 尾 道 支 部

福 山 ・ 府 中 支 部

道の駅「みはら神明の里」外観

おすすめ柑橘類

紹介  天野 久美子・吉国 正義

売れ筋No.1「たこせん」

国登録有形文化財 “恋しき”

広島県看護連盟各支部のみどころをご紹介するコーナーです。

呉支部

昨年３月24日にオープンした道の駅「みはら神明の里」に
は、三原や瀬戸内の特産品などが数多く揃っています。親
切な駅長さんの説明によると、売れ筋Ｎｏ.１は「たこせ
ん」、おすすめは「柑橘類」とのこと。昨年は、施設内の多
目的ホールで支部研修会も行いました。ドライブの際はぜ
ひお立ち寄りください。
国道2号線三原バイパス沿いにあります。

府中市は、石見銀山に通じる旧石州街道の要衝として栄
え、備後の国府がおかれた古い歴史をもつ街です。
その府中に心のふるさと“恋しき”という名の建物（国登
録有形文化財）があります。明治5年に創業した料亭旅館
を再利用した施設です。760坪の敷地に300坪の庭園が
あり、散策すると心が癒され、日本人で良かったと思わせ
る空間です。岸信介、福田赳夫、鳩山威一郎、井伏鱒二な
ど、多くの文人墨客が訪れています。
庭園は常時散策ができ、ランチ、カフェ、ディナー、ブライ
ダルなども行われます。
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しんめい さと

紹介  門田 朱美

486

P

首無地蔵

府中公園

府中学園

ハローズ

金丸↑

石州街道
出口通り

←御調・上下

GS JA 三次 福山→

福山東IC→

福山→

天満屋

駅前通り 図書館 文化センター

JR福塩線
府中駅

中銀

郵便局日本一の
石灯籠

晃明寺
一番街

府中市役所
福山西
IC↓

松永
↓

←
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三次・庄原支部
（三次）

三次・庄原支部
（庄原）
三次・庄原支部
（庄原）

東広島・竹原支部
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え、備後の国府がおかれた古い歴史をもつ街です。
その府中に心のふるさと“恋しき”という名の建物（国登
録有形文化財）があります。明治5年に創業した料亭旅館
を再利用した施設です。760坪の敷地に300坪の庭園が
あり、散策すると心が癒され、日本人で良かったと思わせ
る空間です。岸信介、福田赳夫、鳩山威一郎、井伏鱒二な
ど、多くの文人墨客が訪れています。
庭園は常時散策ができ、ランチ、カフェ、ディナー、ブライ
ダルなども行われます。
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しんめい さと

紹介  門田 朱美

486

P

首無地蔵

府中公園

府中学園

ハローズ

金丸↑

石州街道
出口通り

←御調・上下

GS JA 三次 福山→

福山東IC→

福山→

天満屋

駅前通り 図書館 文化センター

JR福塩線
府中駅

中銀

郵便局日本一の
石灯籠

晃明寺
一番街

府中市役所
福山西
IC↓

松永
↓

←

Ⅱ

三次・庄原支部
（三次）

三次・庄原支部
（庄原）
三次・庄原支部
（庄原）

東広島・竹原支部



ちょ
っとカフェ

ち
MEN’S

KITCH
EN

編集後記編集後記
この夏には第23回参院選が行われます。いよ
いよ私たちの代表石田まさひろ氏の出番です。
一人でも多くの方々に、自分の大事な1票をい
かしてほしいと、今号では、「選挙に行こう!投
票しよう!」という特集を組みました。
また、ちょっとカフェのコーナーでは「MEN’S 
KITCHEN」を始めました。男子目線のアイデ
ア料理、夕食にいかがですか。

（広報委員一同）

皆様に愛されて、東洋羽毛は60年

〒731-0113 広島市安佐南区西原1-12-12

　 0120‒８２８‒２２６
〒730-0803　広島市中区広瀬北町9-2　電話293-9785　発行責任者：福水 美恵　印刷所：㈱ニシキプリント

東洋羽毛中四国販売㈱ 広島営業所

クリーニング・リフォーム、
下取り承っております。
お気軽にお問い合わせ

ください。

連盟会員を
募集して
います！！
看護現場の問題を解決していくため
には、看護職自身が連盟活動に参加
することが必要です。
ぜひ、会員になりましょう。

鶏手羽元のコーラ煮
① 鍋に手羽元10本程度並べる
② 全体がつかる位コーラを入れる
③ 中火で煮ながら灰汁をとる
④ 灰汁を取り終えたら醤油大さじ4～5杯程度入れる
⑤ 落とし蓋をして時々かき混ぜながら、コーラがある程度なくなるまで煮る
⑥ 好みでウズラの卵を入れて一緒に煮る

今年度か
ら

男性看護
職の

料理を紹
介します

。

〈レシピ〉

〈提供者〉
西広島リハビリテーション病院
　　　　宮原 健

＊忙しい時にお勧めです。
　簡単に作れて、ビールが
　すすみます。

日 時

会 場
講演1 「広島県看護連盟の現状と

課題」

広島県看護連盟会長  福水 美恵

報  告 「ポリナビワークショップ
 in 長崎」

報告者  青年部委員

衆議院議員 日本精神対話学会
会長

中川 俊直
講演2 「指導精神対話士として見

えてきたもの」

平成25年 6月22日㈯
13:30～16:00

広島県看護協会会館 3F

平成25年度 会員研修

第136号
H25年4月30日発行

会長あいさつ
　強い組織力と実践力を

ステップⅡ支部集会開催
　広がる石田まさひろ支援の輪

ベッドサイドから政治を変えよう!
　特集 選挙に行こう！投票しよう！！

石田氏への応援メッセージ２
　ステップⅡ支部集会から

CONTENTS

支部探訪
　三原・尾道支部、福山・府中支部

HITOTSUBU  NO  TIKARA

広島県看護連盟通信

会員数（H25年度）
H25年3月31日現在
正会員
名誉会員
特別会員
学生会員
合計
賛助会員

5,727人
3人
5人
26人

5,761人
588人

8

「一粒のちから」の意味
一人の力は小さくて弱い。けれど同じ意志を持
つ仲間が連帯すれば、大きくて強固なものにす
ることができる。会員一人ひとりの力は麦のよ
うに、力強く伸びてゆく大切な力である。

 http://hiroshima-kangorenmei.jp/
広島県看護連盟のホームページを開設いたしました。
アドレス

広島県看護連盟 でも検索できます。

Cola


