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睡眠セミナー講師を無料で派遣いたします。

よく眠った人には、かなわない。
＊－今よりもぐっすり、幸せな毎日のためのヒントがきっと得られるはずです－＊

東洋羽毛はすべての働く人を応援しています。
東洋羽毛 睡眠セミナー 無料サービスのご案内

東洋羽毛では「睡眠健康指導士」の資格を有した社員が講師を
務める充実したセミナーをご用意しています。
正しい情報を得て睡眠習慣を見直し、イキイキと健康的な毎日を
歩むお手伝いをさせていただければ幸いです。

《お役に立てる主な研修》
★医療安全対策研修
★メンタルヘルス研修
★学校保健委員会
★高齢者の睡眠ケア

睡眠不足とヒューマンエラーの関係や、交代制勤務における睡眠のコツなど
労働者におけるストレスと睡眠の関係
「学力」や「部活動」、「スマホ・ゲーム」と睡眠の関係
高齢者の睡眠マネジメントやこれだけは知ってほしい生活習慣

※他、施設内研修などご相談承ります。
　（事前にお打ち合わせにお伺いする事も可能です。）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の防止策、
感染リスクの低減策に向けて、様々な取り組みを行いながら
セミナーを実施させていただきます。

東洋羽毛
イメージキャラクター 
桃井かおりさん

　私のとっておきは友人に勧めら
れて始めたロードバイクです。人に
よっては一日に何百キロと走ること
もできる乗り物ですが、私の場合は
今年の四月からと、まだまだ始めた
ばかりの趣味で、週に一回か二回
程しか乗れていないので長い距離
を乗ってはいません。ロードバイク
は、山や海など様々な道を走ること
が出来ます。その中でも私は、海沿
いの道を走るのが好きです。海沿
いの道を走っていると、海風が気持

ちよく、とてもすがすがしい気分になります。いつかは、しまなみ海道などの長距離のサイクリングに行くこと
を目標として頑張っていきたいと思います。コロナ禍が収束したら、同じ病院の仲間たちと一緒にもっといろん
な場所に行きたいと思います。
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看護協会・看護連盟共催研修会

演題「コロナ禍における看護政策の実現について」
　講師：日本看護協会　会長　福井　トシ子

演題「コロナ禍における看護職の法的責任について」
　講師：日本看護協会　参与　友納　理緒

災害見舞制度について

　毎日暑い日が続きますが、皆様どうお過ごしでしょう
か。この文章を書いているのは7月末ですが7月22日か
ら2020年東京オリンピック競技大会が開催されます。1
年延期され待ちわびている方々も多くいらっしゃるの
ではないでしょうか。私が特に期待している選手は陸
上100m走の山縣亮太選手です。広島市西区出身とい
う事もあり、活躍を期待しています。しっかり冷房が効
いた部屋で冷たい飲み物を飲みながら、テレビの前で
皆さん応援しましょう。

（広報委員）

編集後記編集後記

東広島・竹原支部　医療法人社団樹章会　本永病院　池田　直樹
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日時:10月31日（日）13：30～16：00
場所：ホテルグランヴィア広島

日時:11月26日（金）10：00～ 11：30
場所：ホテルグランヴィア広島
日時:11月26日（金）13：30～ 15：00
場所：福山キャッスルホテル

演題:「看護の法的根拠を知る」
講師：日本看護協会　参与　友納　理緒

会員の災害等について、見舞金を支給する制度です。
災害等見舞規程をご確認の上、申請してください。
申請書は連盟HPからダウンロードできます



退任された県役員・支部長の皆さま
役員 支部長幹事　河野　砂百合　　　　　　　　　　

幹事　藤本　和美

長い間、お疲れさまでした。今後とも、看護連盟をよろしくお願いします。

広島西支部
廿日市支部
東広島・竹原支部
三原・尾道支部
福山・府中支部

吉本　智子
井藤　典子
藤井　佐栄子
岡野　里美　　
中村　三鈴

　会員の皆さまには、コロナ禍の現場の第一線で緊張感溢れる中、患者に寄り添い、命を守

り、日々ご苦労いただき心より敬意を表し、感謝を申し上げます。

　令和3年度広島県看護連盟通常総会を６月１３日（日）に初めてオンラインで開催しました。

皆さまご協力のもとにスムーズに審議事項も承認いただきましたので、令和３年度事業を進

めてまいります。今年度は重点目標として政治力・組織力の強化を掲げ、特に支部・施設活動

の活性化と人材育成に力を入れることとしています。昨年はコロナ禍のために、看護連盟の

事業が殆ど実施出来ませんでした。しかし、政治団体である看護連盟は、困難を極める現場

の問題を改善するために、精力的に要望活動を行い、多くの実りがありました。政治の重要性

を改めて実感しています。これも日頃からの会員皆さまの活動の賜物です。

　さて、第２６回参議院選挙が来年の７月に行われます。現在、日本看護連盟推薦委員会では

全会一致で看護師・保健師・弁護士　友納　理緒（とものう　りお）さんが推薦されていま

す。総会で組織内候補予定者を選出します。私たちは自分たちの課題解決のために国政に組

織代表を送ります。会員の皆さま、全力で連盟の力を結集し、爽やかに、堂々と走りましょう！！

　令和3年6月13日（日）13：00より令和3年広島県看護連盟通常総会が新型コロナ感染症緊急事態
宣言中にて人数を制限してオンラインにて開催されました。
現正会員6,277名のうち出席会員49名　委任状5430名で出席者数は計5,479名となり、出席者数
が会員の過半数に達しており開催が宣言されました。
　総会に先立ち、広島県看護連盟創立60周年の記念受賞者の紹介がありました。
総会は令和2年度の活動報告、決算報告、監査報告が行われました。
　審議事項では第1号議案から第5号議案まで審議され、いずれの議案も賛成多数で承認されました。
　初めてのオンライン総会でしたが、大きなトラブルもなく皆様のご協力のもと、終了いたしました。来
年こそ、会員が一同に会して開催されますよう祈るばかりです。

広島県看護連盟 会長　板谷　美智子

ご挨拶

－1－ －2－

令和３年度広島県看護連盟
通常総会報告

会長あいさつ
ZOOM総会の様子



退任された県役員・支部長の皆さま
役員 支部長幹事　河野　砂百合　　　　　　　　　　

幹事　藤本　和美

長い間、お疲れさまでした。今後とも、看護連盟をよろしくお願いします。

広島西支部
廿日市支部
東広島・竹原支部
三原・尾道支部
福山・府中支部

吉本　智子
井藤　典子
藤井　佐栄子
岡野　里美　　
中村　三鈴

　会員の皆さまには、コロナ禍の現場の第一線で緊張感溢れる中、患者に寄り添い、命を守

り、日々ご苦労いただき心より敬意を表し、感謝を申し上げます。

　令和3年度広島県看護連盟通常総会を６月１３日（日）に初めてオンラインで開催しました。

皆さまご協力のもとにスムーズに審議事項も承認いただきましたので、令和３年度事業を進

めてまいります。今年度は重点目標として政治力・組織力の強化を掲げ、特に支部・施設活動

の活性化と人材育成に力を入れることとしています。昨年はコロナ禍のために、看護連盟の

事業が殆ど実施出来ませんでした。しかし、政治団体である看護連盟は、困難を極める現場

の問題を改善するために、精力的に要望活動を行い、多くの実りがありました。政治の重要性

を改めて実感しています。これも日頃からの会員皆さまの活動の賜物です。

　さて、第２６回参議院選挙が来年の７月に行われます。現在、日本看護連盟推薦委員会では

全会一致で看護師・保健師・弁護士　友納　理緒（とものう　りお）さんが推薦されていま

す。総会で組織内候補予定者を選出します。私たちは自分たちの課題解決のために国政に組

織代表を送ります。会員の皆さま、全力で連盟の力を結集し、爽やかに、堂々と走りましょう！！

　令和3年6月13日（日）13：00より令和3年広島県看護連盟通常総会が新型コロナ感染症緊急事態
宣言中にて人数を制限してオンラインにて開催されました。
現正会員6,277名のうち出席会員49名　委任状5430名で出席者数は計5,479名となり、出席者数
が会員の過半数に達しており開催が宣言されました。
　総会に先立ち、広島県看護連盟創立60周年の記念受賞者の紹介がありました。
総会は令和2年度の活動報告、決算報告、監査報告が行われました。
　審議事項では第1号議案から第5号議案まで審議され、いずれの議案も賛成多数で承認されました。
　初めてのオンライン総会でしたが、大きなトラブルもなく皆様のご協力のもと、終了いたしました。来
年こそ、会員が一同に会して開催されますよう祈るばかりです。

広島県看護連盟 会長　板谷　美智子
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栁井　亮太
広島西支部

支部長

大内　純子
広島南支部

支部長

田村　幸美
広島北支部

支部長

馬場　律子
廿日市支部

支部長

川嵜　玲子
東広島・竹原支部

支部長

長畑　稔
呉支部
支部長

撰　敬子
幹事

堀　百合子
幹事

吉見　幸美
幹事

武田　順子
幹事

池田　ひろみ
幹事

盛田　早苗
幹事

吉田　美幸
副会長

板谷　美智子
会長

（写真は総会当日のズーム画面より）

（写真は総会当日のズーム画面より）

金藤　裕子
副会長

北垣　和枝
幹事長

尾崎　仁美
監事

酒井　美奈子
監事

内堀　恵子
幹事

西塔　桂子
幹事

森田　緑
幹事

甲斐　みどり
幹事

谷口　理恵
幹事

木田　千津子
三原・尾道支部

支部長

上田　明美
福山・府中支部

支部長

和田　朱美
広島東支部

支部長

加藤　敬子
広島中支部

支部長

佐藤　美樹
三次・庄原支部

支部長

組織代表を国政に送る1.

看護現場の課題を発信する3.

継続して4人の
看護職国会議員を確保する

4.

国会への影響力を強める5.

地方議会への影響力を強める6.

日看連、都道府県看護連盟との
連携を強化する

7.

組織代表議員の活動を知る2.

会員数の増加1.

連盟活動支援者の拡大3.

支部活動・施設内活動の推進4.

組織体制の強化2.

「看護連盟と政治活動」
「看護政策と政治活動」
について会員研修を推進する

5.

非会員に対して広報活動を行う7.

会務・財務の管理1.

会員情報の管理2.

会員への広報活動を推進する6.

会員の福祉3.

広島南支部　堀　百合子
広島中支部　盛田 早苗

「創」新たな価値を創り出す時代。皆様と共に一歩を踏み出したい
「声」臨床現場の声が届けられるようにがんばります

福 山・府 中 支 部
東広島・竹原支部
廿 日 市 支 部

広 島 西 支 部
三 原・尾 道 支 部

上田　明美
川嵜　玲子
馬場　律子

栁井　亮太
木田　千津子

「和」1 人の力では何もできませんが、皆の力、チームワークが大事
「輪」仲間たちと一つの輪になり活動をしていきたい
「結」会員の皆様との出会いを大切に、手と手を取り合って団結し、

良い結果が出るように頑張ろうと思います
「進」大変な今だからこそ、皆で一歩でも進んでいきたい
「力」新しい仲間と力を合わせて連盟活動に取り組む

役員紹介 令和3年度 新体制でスタート!

－3－ －4－

わ た し の 一 言
新役員（幹事）

わ た し の 一 言
新支部長

重点目標 １ 政治力の強化　１） 組織代表を国政に送る
２ 組織力の強化　１）支部・施設活動の活性化　２）人材育成

令和3年度 活動計画について

項目 目　標 活　動
１）日本看護連盟（以下日看連）と連携して後援会活動を推進する

１）組織代表に現場の課題を提供し、政策提言する
２）関係議員や関係団体に陳情・要望活動を行う

１）参議院組織代表議員を支援する
2）衆議院岡山3区、京都5区を支援する

・あべ俊子議員 ・木村やよい議員

１）県選出国会議員との連携を強化する

１）県議会議員・市議会議員との連携を強化する

１）日看連との連携を強化する
２）都道府県看護連盟との連携を強化する

１）活動状況を会員へ周知する
２）情報発信の手段を周知する

１）会員増へ積極的に取り組む
2021年度目標数6,800人　看護協会比34％

２）委員会活動を推進・強化する
３）看護管理者・教育者の連盟活動への理解を深める
４）特別会員の入会を促進する
５）学生会員の入会を促進する

１）看護職OB
２）賛助会員
３）支援団体や支援企業との交流を促進する

１）支部体制・支部活動を強化する
２）協会支部との連携を深める
3）施設内活動を強化する

１）活動しやすい組織体制を整備する
２）人材を育成する
３）県協会との連携を深める

１）県主催研修の企画・実施
２）支部主催研修の企画・実施
３）施設内研修の実施

１）連盟活動の広報
２）組織代表議員の活動紹介

１）会務執行と財務の適正管理
２）会議の開催（県・支部・施設）
３）日看連との連携

１）個人情報の適正管理

1)県連盟創立60周年記念事業
２）連盟活動の広報
３）組織代表国会議員の活動を広報

政
治
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の
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大
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支部活動・施設内活動の推進4.

組織体制の強化2.

「看護連盟と政治活動」
「看護政策と政治活動」
について会員研修を推進する

5.

非会員に対して広報活動を行う7.

会務・財務の管理1.

会員情報の管理2.

会員への広報活動を推進する6.

会員の福祉3.

広島南支部　堀　百合子
広島中支部　盛田 早苗

「創」新たな価値を創り出す時代。皆様と共に一歩を踏み出したい
「声」臨床現場の声が届けられるようにがんばります

福 山・府 中 支 部
東広島・竹原支部
廿 日 市 支 部

広 島 西 支 部
三 原・尾 道 支 部

上田　明美
川嵜　玲子
馬場　律子

栁井　亮太
木田　千津子

「和」1 人の力では何もできませんが、皆の力、チームワークが大事
「輪」仲間たちと一つの輪になり活動をしていきたい
「結」会員の皆様との出会いを大切に、手と手を取り合って団結し、

良い結果が出るように頑張ろうと思います
「進」大変な今だからこそ、皆で一歩でも進んでいきたい
「力」新しい仲間と力を合わせて連盟活動に取り組む

役員紹介 令和3年度 新体制でスタート!

－3－ －4－

わ た し の 一 言
新役員（幹事）

わ た し の 一 言
新支部長

重点目標 １ 政治力の強化　１） 組織代表を国政に送る
２ 組織力の強化　１）支部・施設活動の活性化　２）人材育成

令和3年度 活動計画について

項目 目　標 活　動
１）日本看護連盟（以下日看連）と連携して後援会活動を推進する

１）組織代表に現場の課題を提供し、政策提言する
２）関係議員や関係団体に陳情・要望活動を行う

１）参議院組織代表議員を支援する
2）衆議院岡山3区、京都5区を支援する

・あべ俊子議員 ・木村やよい議員

１）県選出国会議員との連携を強化する

１）県議会議員・市議会議員との連携を強化する

１）日看連との連携を強化する
２）都道府県看護連盟との連携を強化する

１）活動状況を会員へ周知する
２）情報発信の手段を周知する

１）会員増へ積極的に取り組む
2021年度目標数6,800人　看護協会比34％

２）委員会活動を推進・強化する
３）看護管理者・教育者の連盟活動への理解を深める
４）特別会員の入会を促進する
５）学生会員の入会を促進する

１）看護職OB
２）賛助会員
３）支援団体や支援企業との交流を促進する

１）支部体制・支部活動を強化する
２）協会支部との連携を深める
3）施設内活動を強化する

１）活動しやすい組織体制を整備する
２）人材を育成する
３）県協会との連携を深める

１）県主催研修の企画・実施
２）支部主催研修の企画・実施
３）施設内研修の実施

１）連盟活動の広報
２）組織代表議員の活動紹介

１）会務執行と財務の適正管理
２）会議の開催（県・支部・施設）
３）日看連との連携

１）個人情報の適正管理

1)県連盟創立60周年記念事業
２）連盟活動の広報
３）組織代表国会議員の活動を広報

政
治
力
の
強
化

組
織
の
強
化
・
拡
大

組
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率
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令和3年度

7月末現在の入会者
目標

6,800人

看護連盟会員を
募集中です。

－あなたの入会が、看護連盟の大きな力になります－
あなたのご入会を、お待ちしています。

引き続き

支部探訪議員からの励ましのお言葉

衆議院議員

木村　弥生
選挙区  京都府第3区

参議院議員

石田　まさひろ
選挙区 比例代表

衆議院議員

あべ　俊子
選挙区 岡山県第3区

参議院議員

髙階　恵美子
選挙区 比例代表

講師左：山崎　大輔委員　　右：小藤　尚哉委員長

広島東支部

青年部 キャラバン隊の活動
　昨年度は、コロナ禍にて交流会は残念ながら中止となりま
したが、人数制限など感染予防対策を行ったうえで、11月14
日（土）「青年部　キャラバン隊の活動」をテーマに①青年部
の連盟活動を知る②看護の未来　私たちの未来を考えると
題し、県連盟青年部の山崎大輔さんと小藤尚哉さんを講師と
してお招きし、研修会を開催しました。
　当初は少しお堅いテーマかと思いましたが、実際は楽しそ
うな青年部の活動写真や身近な看護現場でのあるある事例
を取り上げ、会場からは「確かに！あるよね」という声がささや
かれていました。また、石田議員の「ベットサイドに行くために
記録を減らしたい！」の動画では、うなずきが多発していまし
た。
　わかりやすい講義であったことはもちろん、お二人の息の
あった掛け合いと、時には参加者も巻き込んだ対話もありと
ても楽しい研修でした。
　これからも、青年部委員と協働して連盟活動の推進を図っ
てまいります。
　コロナ禍にて、会員がストレスなく対面で研修会・交流会に
参加することは叶わなかった一年でしたが、一方でweb環境
が急速に整った一年でもあります。今後はwebを上手く取り
入れ、できるだけ多くの会員に連盟活動に参加して頂けるよ
うな企画をしていきたいと考えています。

－6－

広島東支部 支部長
マツダ（株）マツダ病院　和田　朱美

－5－
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連盟活動推進会議

0120‒８２８‒２２６東洋羽毛中四国販売㈱ 広島営業所

睡眠セミナー講師を無料で派遣いたします。

よく眠った人には、かなわない。
＊－今よりもぐっすり、幸せな毎日のためのヒントがきっと得られるはずです－＊

東洋羽毛はすべての働く人を応援しています。
東洋羽毛 睡眠セミナー 無料サービスのご案内

東洋羽毛では「睡眠健康指導士」の資格を有した社員が講師を
務める充実したセミナーをご用意しています。
正しい情報を得て睡眠習慣を見直し、イキイキと健康的な毎日を
歩むお手伝いをさせていただければ幸いです。

《お役に立てる主な研修》
★医療安全対策研修
★メンタルヘルス研修
★学校保健委員会
★高齢者の睡眠ケア

睡眠不足とヒューマンエラーの関係や、交代制勤務における睡眠のコツなど
労働者におけるストレスと睡眠の関係
「学力」や「部活動」、「スマホ・ゲーム」と睡眠の関係
高齢者の睡眠マネジメントやこれだけは知ってほしい生活習慣

※他、施設内研修などご相談承ります。
　（事前にお打ち合わせにお伺いする事も可能です。）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の防止策、
感染リスクの低減策に向けて、様々な取り組みを行いながら
セミナーを実施させていただきます。

東洋羽毛
イメージキャラクター 
桃井かおりさん

　私のとっておきは友人に勧めら
れて始めたロードバイクです。人に
よっては一日に何百キロと走ること
もできる乗り物ですが、私の場合は
今年の四月からと、まだまだ始めた
ばかりの趣味で、週に一回か二回
程しか乗れていないので長い距離
を乗ってはいません。ロードバイク
は、山や海など様々な道を走ること
が出来ます。その中でも私は、海沿
いの道を走るのが好きです。海沿
いの道を走っていると、海風が気持

ちよく、とてもすがすがしい気分になります。いつかは、しまなみ海道などの長距離のサイクリングに行くこと
を目標として頑張っていきたいと思います。コロナ禍が収束したら、同じ病院の仲間たちと一緒にもっといろん
な場所に行きたいと思います。

研
修
予
定

看護協会・看護連盟共催研修会

演題「コロナ禍における看護政策の実現について」
　講師：日本看護協会　会長　福井　トシ子

演題「コロナ禍における看護職の法的責任について」
　講師：日本看護協会　参与　友納　理緒

災害見舞制度について

　毎日暑い日が続きますが、皆様どうお過ごしでしょう
か。この文章を書いているのは7月末ですが7月22日か
ら2020年東京オリンピック競技大会が開催されます。1
年延期され待ちわびている方々も多くいらっしゃるの
ではないでしょうか。私が特に期待している選手は陸
上100m走の山縣亮太選手です。広島市西区出身とい
う事もあり、活躍を期待しています。しっかり冷房が効
いた部屋で冷たい飲み物を飲みながら、テレビの前で
皆さん応援しましょう。

（広報委員）

編集後記編集後記

東広島・竹原支部　医療法人社団樹章会　本永病院　池田　直樹
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日時:10月31日（日）13：30～16：00
場所：ホテルグランヴィア広島

日時:11月26日（金）10：00～ 11：30
場所：ホテルグランヴィア広島
日時:11月26日（金）13：30～ 15：00
場所：福山キャッスルホテル

演題:「看護の法的根拠を知る」
講師：日本看護協会　参与　友納　理緒

会員の災害等について、見舞金を支給する制度です。
災害等見舞規程をご確認の上、申請してください。
申請書は連盟HPからダウンロードできます


