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2021（令和３）年度　岡山県看護連盟通常総会を終えて

　連盟の新年度体制をスタートさせる通常総会が7月3日に無事
終了しました。会場87名、ズーム91名、委任状7,840名、合計
8,018名の参加で第1号から第6号までの提出議題はすべて承認さ
れました。今年度こそ会員の皆様と一堂に集えることを楽しみ
にしていましたが、新型コロナウイルスの猛威にさらされゴー
ルデンウィーク明けの5月16日から非常事態宣言が出されまし
た。いったん収束に向かうのかと期待しましたが、デルタ株の
蔓延による感染拡大が危機感をもって予測されているなか、保
健・医療・福祉の看護現場で業務に従事している会員の皆様に

心からの感謝と敬意を表します。
　今年度の重点方針は「選挙の勝利、力強い組織、成熟・自立した活動」です。
　看護を目指したあの時の気持ちを持ち続け、進歩しようと願っている多くの仲間の気持
ちを結集して看護連盟会員は現場の課題を共有し、その解決策を図り、より良い看護を提
供するために看護職の代表を国政に送り出す活動をしています。衆議院議員の任期満了を
10月21日に控え、いつ解散があってもおかしくない状況の中、あべ俊子先生は看護を核と
して中山間地域である3区に熱い視線を注ぎながら、日本全体が元気になるための政治活
動に邁進しておられます。また、看護職能代表の参議院議員として専門的に粘り強く看護
問題に取り組んでおられるたかがい恵美子先生にお越しいただき、総会後の記念講演をお
二人からいただきました。講演後の意見交換も活発に行われ、引き続き国政で活躍してい
ただくために私達一人一人が、できることを最大限に実行していくことを誓った一日でし
た。
　大変な毎日が、まだまだ続きますが決して一人ではない、仲間がいることを胸に刻み
ながら、これまで以上に連帯の絆を強め、前を向いて進んでまいりましょう。

岡山県看護連盟　会長　井　上　純　子
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第一号議案　岡山県看護連盟規約全文改正

第二号議案　2021（令和３）年度岡山県看護連盟活動計画

　　　　　　2021（令和３）年度支部活動計画

第三号議案　2021（令和３）年度予算

第四号議案　国政選挙対策

第五号議案　地方選挙対策

第六号議案　2021（令和３）年度役員選出

審議事項は原案通り可決されました

岡山県看護連盟創立60周年記念受賞者芳名

受賞おめでとうございます

2021（令和３）年度　岡山県看護連盟通常総会審議事項

江尻美惠子 片山美喜恵柾岡　令子 平井千枝子辻　絹代
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通常総会記念講演

玉野総合医療専門学校　馬場　真紀
　今回の記念講演の中で、あべ先生の「Ns. を守ることが患者を守ることに
なるんだ」という言葉と、たかがい先生の「国民の命を守る、その最前線に
立つ者の身分保障がされるべき」という力強い言葉がとても印象に残ってい
ます。
　世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症と戦っている現場

に出向き、リアルな声を聞き、現状を踏まえた意見を政治の世界に届け、コロナ禍における看護
業務に見合う報酬を得るために、看護者の代表として戦ってくださっていることを知り、感謝の
気持ちと共に、私たち一人ひとりに何ができるのか考える機会となりました。
　看護の現場が、安心して安定した看護提供をするためにも、まずは政治に興味をもつ人が増え
ること、そのためにも興味が持てるよう働きかけていけるよう連盟役員として活動をしていきた
いと思いました。

通常総会記念講演に参加して

演題２　「看護の未来を創造する」
　　　　講師　参議院議員　　たかがい恵美子　先生

演題１　「看護政策の動向」
　　　　講師　衆議院議員　あべ俊子　先生
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新任役員あいさつ新任役員あいさつ
よろしくお願いしますよろしくお願いします 監事　　𠮷田　美智恵

津山支部　　竹内　紀子

　この度、県役員の監事を務めさせていただくことになりまし
た𠮷田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会務の
執行状況や会計の監査をさせていただきます。
　7月に開催された、「新任役員研修会」に参加しました。井上
会長の講演にあった、「看護連盟は、看護者の倫理に基づき政治

活動・選挙活動を行っている組織です。」という話から、連盟活動は看護倫理に
値する活動であることを知りました。看護者の倫理綱領にうたわれている「15．
看護職は、専門職組織に所属し、看護の質を高めるための活動に参画し、よりよ
い社会づくりに貢献する。」（2021年改訂版）の実践はこういう事かと納得も
しました。
　政治の力で看護の現場がよりよくなるよう、微力ながらお手伝いできればと思
っています。

　今年度より、津山支部役員をさせていただくことになりました。衆議院選
挙が目前に迫っております。初めての連盟役員ですが、先輩方にご指導頂き
ながら、第3選挙区の役員として、役割を果たせるよう努めたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願い致します。

新　任　役　員
監　　事 吉田美智恵 個　　人
幹事（広報） 加藤　正枝 個　　人
岡山西１ 北野　尚巳 岡山済生会総合病院
岡山西２ 岡本　まき 淳風会 ロングライフホスピタル
岡山西４ 松下かおる 光生病院
岡山岡南 高畠　律子 岡山労災病院
岡山西大寺 近藤　みか 岡村一心堂病院
岡山玉野 村上　　望 玉野中央病院
東　　備 小河恵美子 長島病院
倉敷中央１ 植田由加里 倉敷中央病院
倉敷中央１ 皆内　美樹 倉敷第一病院

倉敷中央２ 中村　直未 川崎医科大学附属病院
倉敷玉島 山本　優子 玉島中央病院
倉敷玉島 山本　美之 プライムホスピタル玉島
倉敷児島 岡本　千晶 児島中央病院
倉敷児島 西村由紀子 児島聖康病院
井　　笠 伊藤祐美子 金光病院
高　　橋 平方　園枝 大杉病院
真　　庭 原田　弘恵 落合病院
津　　山 竹内　紀子 中島病院
勝　　英 田中　啓子 さとう記念病院
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退　任　役　員

幹事（広報）　　沖　松美

高梁支部　　熊本　里子

　江尻会長の下で３期、広報担当幹事として活動させていただきました。
　その間、12回の選挙を経験し、あべ議員の小選挙区当選、大月市議・
村上市議・福田県議と次々に地方議員誕生の喜びを味わいました。そし
て各議員の活動報告を聞くたびに職域代表が政策決定の場にいる（代表
を送る）ことの重要性を感じさせられました。

　広報担当としては、機関紙「れんめい岡山」の表紙の構図、時々のトピックを踏まえた全
体構成、連盟活動をできるだけ多くの会員さんの声で伝えるための原稿依頼などを担当者で
あれこれ協議し充実した時を過ごしました。
　政治活動も機関紙編集も職場では経験できない分野であり、定年後の一時期に貴重な体験
をさせて頂いたと思っています。多くの人々と交流し支えられた9年間に感謝です。有難
うございました。
　コロナ禍終息で交流の場が復活し、井上会長のもと看護連盟の益々の発展を祈念して退任
のご挨拶と致します。

　９年間支部役員として活動させていただきました。様々な連盟活動に参加さ
せて頂き、貴重な体験と多くの方々との出会いは大きな賜となり感謝申し上げ
ます。任期中、岡山県看護連盟では、国会議員を小選挙区から当選をさせ、県議、
市議を誕生させ、その活動の一端に参加できたことに感銘をうけております。
　益々の連盟の力強い活動に期待すると共に会員として、応援協力をしていき
たいです。
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退任役員あいさつ退任役員あいさつ
お世話になりましたお世話になりました

監　　事 竹内　京子 赤磐医師会病院
幹事（広報） 沖　　松美 個　　人
岡山西１ 三宅　和代 岡山済生会看護専門学校
岡山西２ 坂口　康恵 淳風会 ロングライフホスピタル
岡山西４ 中家　明美 光生病院
岡山岡南 大石イズミ 岡山労災病院
岡山西大寺 谷本りえ子 藤田病院
岡山玉野 新田　照美 中谷外科病院
東　　備 山神　珠美 長島病院
倉敷中央１ 横溝　素子 倉敷中央病院

倉敷中央１ 赤木ゆかり 倉敷第一病院
倉敷中央２ 大室真由美 川崎医科大学附属病院
倉敷玉島 松井　和枝 まび記念病院
倉敷玉島 長嶺　佳子 柴田病院
倉敷児島 福田　正子 倉敷シティ病院
井　　笠 三木　篤子 笠岡中央病院
高　　梁 熊本　里子 大杉病院
真　　庭 池田　香恵 勝山病院
津　　山 加藤　里美 石川病院
勝　　英 小椋美恵子 日本原病院
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岡山県看護連盟選挙対策本部組織図
本部長（会長）
井上　純子

顧　問
阿部寿満子
綾野　孝子
江尻美惠子
大月　説子

副本部長（副会長）
福田　　司
矢田　重子
佐々木敏子

監　査
塩田眞由美
吉田美智恵

幹事長
大﨑久美子

幹事（財政）
坂本　和子
平井　康子

幹事（広報）
柾岡　令子
池上　淑子
加藤　正枝

第１選挙区

代表県役員（幹事）
○三宅　恵子

代表支部役員
岡山西１　田口　祥子

岡山西２　森岡　早苗

岡山西３　米田　幸子

岡山西４　原　奈津枝

岡山岡南　水野　早苗

第２選挙区

代表県役員（幹事）
○細川麻美子

代表支部役員
岡山東　　矢本　清美

岡山西大寺　横山　夏代

岡山玉野　馬場　真紀

第３選挙区

代表県役員（幹事）
○久光　穂江

代表支部役員
東　備　　小河恵美子

真　庭　　横山　佳弘

津　山　　小幡　陽子

勝　英　　西野　光子

第４選挙区

代表県役員（幹事）
○池上　淑子

代表支部役員
倉敷中央１　守屋　京子

倉敷中央２　加納　由美

倉敷玉島　山本　優子

倉敷水島　窪田　京子

倉敷児島　髙﨑　マリ

第５選挙区

代表県役員（幹事）
○平井千枝子

代表支部役員
井　笠　　山川いくみ

高　梁　　森　美智代

新　見　　宮長　邦枝

青年部

代表県役員（副会長）
○福田　　司

代表青年部役員
部　長　　田尻　　聖

選挙にむけて体制を整えました

看護に関するニューストピックスだけでなく
研修案内や政策に関することまで
日々の現場で役に立つような情報が届きます！
是非、左記のＱＲコードより登録してください！

日本看護連盟の
コミュニティサイトはこちら

アンフィニ
お友だち
登録してね！

日本看護連盟　LINE公式アカウント

「　　アンフィニ」に登録しましょう！

岡山県看護連盟会員一丸となって応援して参りましょう！
　あべ俊子議員の５期 16 年間のあゆみを皆さんご存知でしょうか。一度ホームページをご覧になって
ください。どれだけ地元岡山県を想い、中山間地域を歩かれているかがわかります。あべ代議士は、皆
様のお話を聞いて歩く、現場主義の国会議員です。社会保障をはじめ中山間地域の産業・医療・環境に
重点を置き、外交・安全保障面からも皆さんの「いのちとくらし」を守っていただいております。外務
副大臣・農林水産副大臣を歴任され、現在外務委員長としてご活躍されており、これからの活躍も十分
期待できる政治家です。看護政策の推進を図るためにも、この歩みを止めさせてはなりません。連盟会
員一人一人ができることを確実に行う。岡山の未来のために、そして看護職の明るい未来のために、会
員一丸となってあべ俊子議員を応援して参りましょう。よろしくお願いいたします。

岡山県議会議員　福田つかさあべ俊子議員への応援メッセージ
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選挙応援の豆知識！

解散～公示日前日 公示日～投開票前日
（選挙運動可能期間） 投票日

投票依頼

投票依頼はできない。
LINE・Twitter・Facebook・ブロ
グ・HP・YouTube 等で「〇〇〇〇
に投票を」という依頼は不可。

投票依頼をできる。
LINE・Twitter・Facebook・ブログ・
HP・YouTube 等など。
例：「一枚目の投票用紙に
　　　　　 “〇〇〇〇” と書いてね」

選挙活動はできない

候補者の紹介 ホームページやSNSに掲載されている実績・政策・最新の動きを友人に紹
介できる。 できない。

電話作戦
できない。立候補届が受理される前
の電話は事前運動として禁止されて
いる。

できる。
例：「〇〇〇〇に投票してね」 できない。

候補者の動画拡散 できる。〇〇候補の街頭演説の様子
や、YouTube チャンネルの拡散。

できる。〇〇候補の街頭演説の様子
や、YouTube チャンネルの拡散。 できない。

投票への
誘導

できる。「選挙になったら投票に行
こうね」※特定の候補者予定者名を
言うことはできない。

できる。
「投票に行こうね。期日前投票に行
こうね」

できない。
※投票率向上の啓発は、
選挙管理委員会が実施。

　候補者、特定候補者の
支持者が行うと選挙違
反の可能性がある。

後援会拡大活動
純粋な後援会入会活動は政治活動と
して可能。ただし、選挙直前に行わ
れた場合は事前運動として選挙違反
のおそれがあり。

選挙違反になる可能性が高い。 できない。

法定文書以外の
文書配布

できない。 できない。 できない。

告示前後にかかわらず、電子メールで特定の政党、候補者への投票呼びかけはできない

候補者〇〇〇〇の LINE、Twitter、Facebook、HPなどを印刷して配布することはできない。

① 戸別訪問の禁止
　選挙に際し投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、個別に選挙人の
家を訪問することを指します。　また、それに類似した行為も禁止されています。

② 署名運動の禁止
　特定の候補者の後援会が会員募集に名をかりて選挙人に対し、署名を求めるなど、「選挙に関し」
行われる署名は禁止されています。

③ 飲食物提供の禁止
　選挙運動に関して、候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や運動員に提供
することも禁止されています。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

④ 気勢を張る行為の禁止
　選挙運動のため、人目を引こうと多数の自動車を連ねたり、隊列を組んで往来すること、サイレ
ンを鳴らす行為等は禁止されています。

届けよう
看護の声を！

私たちの
未来へ

選挙運動の禁止事項
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2021（令和３）年度　新任役員研修
日時：2021年７月29日（木）　　会場：岡山県看護研修センター４階　大研修室
テーマ：「看護連盟が果たしてきた役割を振り返り未来に向けて前進する」
講　演：「いま改めて看護連盟の意義を考えよう」 講師：岡山県看護連盟　会長　井上　純子
パネルディスカッション　テーマ：「私の連盟活動」

幹事（広報）　加　藤　正　枝
　今年度より広報を担当させて頂くことになり、新任研修に参加させて頂きました。
　前半井上会長の講演を聞いて、改めて『看護連盟の意義』を考えることが出来ました。
　現在コロナ禍で会議・研修がオンライン化され活動が希薄になっており、今後どういう形
で活動していくかが大事でアイディア・企画力が問われているとのこと、今だからこそ広報
担当者として正確性や SNS 等のスピード感をもって伝えるべき情報が伝わるよう工夫し、看
護連盟の魅力を発信していきたいと考えました。

　後半は 3名の幹事によるパネルディスカッション「私の連盟活動」がありました。ご自身の体験を交えて看
護連盟役員として具体的にどのように活動してこられたかを話して頂き、熱意と行動で伝えることの大切さ『熱
伝導』を実感しました。今後の連盟活動を行うにあたって、『看護連盟の意義』について身近な人達から伝え
ていきたいと思っています。

看護管理者・教育者セミナー（リモート）
日時：2021年８月26日（木）　　会場：岡山県看護会館5階　研修室
テーマ：「看護連盟の現状と看護政策」
講　演：「看護と政治のつながりの必要性を理解し、医療と患者の暮らしを守る。看護職を守る。」

講師：参議院議員　たかがい　恵美子　先生
こころの医療　たいようの丘ホスピタル　三　原　淳　子

　12 年前の参議院選挙を振り返ってから始まった講義でした。衆参の囲いを超えた、年次を
超えた、党派を超えた姿勢で看護職の代表として「医療と患者の命、暮らしを守る」為に現
場の声を第一に看護政策に取り組んで日々邁進されていることが伝わりました。同時にその
為には看護と政治のつながりが必要だということが理解出来ました。医療・看護の現場から
上がってくる問題は、全て参議院政策審議会で審議されて国会に提出されるとのことやそこ
に看護・介護の現場を知る国会議員が必要であり、現在少人数であることを知りました。特

に今、COVID-19 の支援体制に関わる多くの課題！女性が多い看護・介護現場に纏わる子育て・助産の問題、
看護学生の臨地実習の受け入れの問題、危険業務への支援等々。看護連盟は、臨床現場の声を救い上げ、臨床
現場を知る看護の代表である議員を国会に送ること！再確認しました。

ヨーグルトギフト券が寄贈されました
笠岡市内で酪農業を営まれ、岡山県下の酪農業の推進に尽力されてきた東山基様よ
り、ヨーグルトギフト券10,000個分（2,500枚）の贈呈を受けました。
東山氏は、令和３年度春の叙勲を受章され、その祝意に対しての感謝の意を、コロナ
禍の戦いで長期にわたり医療現場で尽力している看護職の皆様に届けたいと、８月に
岡山県看護連盟にご寄付をいただきました。会員の皆様に施設を通じて送付させてい
ただいております。東山様のお心遣いに、感謝申し上げます。

～東山 基 氏 略歴～ 東山牧場経営（笠岡市）
おかやま酪農業協同組合 代表理事組合長
全国酪農業協同組合連合会 理事
中国生乳販売酪農業協同組合連合会 代表理事会長などを歴任
令和３年春の叙勲　旭日双光章　受章
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青 年 部 活 動 報 告
青年部　部長　　田尻　聖

　「ポリナビ」をご存知でしょうか？
多くの方が「ポリナビ？ポリもナビ
もどっちも分かんない！」って思う
のではないでしょうか。正しくは
「Politic（政治）Navigators'（航海士）
Network（他の人と関わりを持つ）」

という意味です。年に一回青年部としてポリナビを開催しています。通常は会場での開催をしています
が、昨年は ZoomでのWeb 開催でした。今年もコロナ禍の行く末が見えないため、Zoomでの開催の予
定となっています。
　まず、ポリナビの説明をする前に、改めて看護連盟の目的から説明させていただきます。私たちは政
治家ではなく、看護師だから政治には関係ないと思う方が多いのではないかと思います。しかし、政治
と医療はとても関係のあることなのです。私たち看護師が活躍している現場は ､病院や訪問看護ステー
ション、クリニックが多いと思います。その組織は医療法や介護保険法などにより、規定（配置や診療
報酬等）されています。しかし、現場は「もっと看護師として、こんなことができたらな。」、「もっと
労働環境がよくなったらな。」と思うことが多々あるのではないでしょうか。そのような思いを実現し
たり、改善したりするには法律から変えなければならない場面もあります。そのような時のために看護
連盟は政策決定の場である議会に代表（衆議院議員や参議院議員、県議会議員）をおくることを目的に
活動しています。現場で働く一人の看護師の影響力は、小さいかもしれません。仮に私が ｢もっとこう
なればいいのに！」と声をあげたとしても、法律にはなにも影響しないでしょう。しかし、議員が代わ

りに代弁してくれた場合には、きっと何か変わるのではないかと
思います。その積み重ねが私たち看護師の未来を変えてくれるの
ではないかと思います。ちなみに、現場の声を拾い、分析してく
れるのは看護協会となっています。詳しくは日本看護連盟のホー
ムページをご覧ください。
　続いてポリナビの説明に移るのですが、ポリナビは 35 歳以下
（自称でも可）の若手看護師を対象に、政治に関心をもってもら
うという意図で開催しています。ここ数年は議員の先生方による
基調講演と、グループワークを行っています。ニュースでもよく
取り上げられているように ､最近若者の選挙離れが進んでいま
す。それは看護師も然りです。ポリナビを開催することで ､一人
でも多くの若手看護師が、看護と政治の関係性に関心をもっても
らえるきっかけになればと思います。施設宛てにも案内を送付さ
せてもらっていますが、岡山県看護連盟のホームページにも掲載
しておりますので興味のある方は、気軽な気持ちでご参加いただ
けたらと思います。

部　長 田尻　　聖 岡山済生会総合病院

副部長 南里　康介 川崎医科大学総合医療センター

副部長 市川　玲奈 川崎医科大学附属病院

委　員 赤木　瑞希 倉敷成人病センター

委　員 大橋　　仁 倉敷中央病院

委　員 貞宗　沙輝 慈圭病院

委　員 矢本　大介 心臓病センター榊原病院

委　員 丸山　　薫 落合病院

委　員 横山　　潤 津山中央病院

青年部がデザインしたＴシャツです！

メンバー紹介
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Ⓐ職員が元気に、一体感をもって働けるために、どんな働きかけをされているか教えてください。
　職員1人ひとりが働きやすく・働きがいのある元気な看護部にしたいといつも考えています。達成感
を得るとき1人よりチームでの取り組みは倍増します。他施設の取り組みで良い事、社会情勢での課
題で職員と一緒に考えたいことは直ぐに実践したい。コロナ禍直前ですが身体拘束ゼロ宣言を病
院全体に発信しました。多職種も含め拘束解除ができ患者さんの本来の表情が見えたときのスタッ

フの表情はやった感満載であり一体感が生まれました。今、SDGｓへの取り組みを模索中。社会に求められる人で
あってほしいと働きかけています。
①施設の特徴
　一般病棟、地域包括ケア病棟、障害者病棟のケアミックスです。透析医療だけでなくポスト、サブアキュー
トの入院受入れに多職種が安心できる在宅支援に取り組んでいます。
②施設会員代表者のモットー
　初心忘るべからずで何事にも生涯勉強。
③趣味
　最近の自然災害から自給自足ができなければと「家庭菜園」
ミニ耕運機買いました。
④連盟活動について自施設での取り組み
　機関紙を通じて活気ある青年部の活動紹介や連盟活動の報告
をしています。
⑤次回の施設長の推薦と尋ねてみたい事
　岡山西大寺病院　看護部長　近藤末美さんを推薦します。地
域密着の病院として積極的な広報活動をされていますが、指
揮をとられる部長の持続力の秘訣を教えてください。

重井医学研究所附属病院 川口　法子

「施設会員代表者さん出番です！」「施設会員代表者さん出番です！」施設の特徴・お人柄をご紹介する一方、連盟
活動への取り組みや、意気込みをリレーして
お伝えいたします。
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　新型コロナウイルスのワクチン接種が始まったとはいえ、ウ
イルスは変異を続け猛威を奮い第４波襲来。岡山県も危機的状
況となっている最中、当看護連盟の総会が近づいていますが、
どのような開催となるのでしょうか？また、10月任期満了を迎
える衆議院選挙に向かい、一丸となるこれからの時期ですが、
集会は少人数で、人との距離をとって、会話はしないようにと
リモート会議も増えました。こんな時だからこそできること
は、知恵を絞って、最大限の効果がでるよう頑張っていきま
しょう。　　　　　　　　　　　　　　  広報担当：池上 淑子

随時、ホームページを更新しています。
是非、アクセスしてください！
ご意見・ご感想もお寄せください！

おしらせ！

岡山県看護連盟 検索
けんさく

　今年度の通常総会も、コロナ禍の影響により
密集・密接を避け、会場とZoomのハイブリッ
ド方式による総会となりましたが、進行には若
き青年部の協力が頼もしく映りました。
　総裁選も終わり、いよいよ衆議院議員総選挙
を迎えます。連盟会員が協力し合って力を結集
できればと思います。日増しに秋が深まり、朝
晩肌寒さを感じることも多くなりましたが、体
調に気を付けていきましょう。

広報担当：柾岡 令子

問題 衆議院議員の任期は何年でしょうか？
1.　3年ごとに必ず改選し、解散はしない。
2.　4年だけど、解散することもある。
3.　6年で、半数ずつ改選するので解散はしない。
応募方法♡右記のQRコードから応募してください。
締　　切♡2021年10月30日（土）17：00
当選発表♡ホームページに掲載するとともに、賞品

を発送いたします。名前の掲載を希望しな
い方は、申し込み時にニックネームをご記
載ください。

「MY-KAMINKET」を１枚プレゼント！！

　つぶやき欄を設け、会員の皆様のお声を掲載することに致
しました。100字程度で話題（写真・イラストも可）投稿をお
願いします。施設名、お名前（ニックネーム・匿名可）を明記し
岡山県看護連盟事務局（広報担当）宛にお送りください。
送り先は下記の通り

☆　原稿はメールでご送付ください。
　　<kango-renmei@mx31.tiki.ne.jp>
　　＊岡山県看護連盟のホームページ（お問

い合わせ）からも送付できます。

原稿募集

第２回　連盟クイズ第２回　連盟クイズ

掲載された方には、ささやかなプレゼントをお送りします。
2021（令和３）年度 看護連盟に入会しましょう

5,000円
3,500円 1,000円

3,000円

8,500円 0円

８月31日現在の
会員数は

9,131名です。

正会員・特別会員会費
看護職賛助会員
一般賛助会員
学 生 会 員

　○○○○○○○

○○○病院
○○○○
　　○○ ○○

　今回からつぶやき欄を設け、会員の皆様のお声を掲載することに致しました。100字程度で話題（写真・イラス
トでも可）投稿をお願いします。施設名、お名前（ニックネーム・匿名可）を明記し岡山県看護連盟事務局（広報
担当）宛にお送りください。
送り先は下記の通り
　☆　原稿はメールでご送付ください。<kango-renmei@mx31.tiki.ne.jp>
　☆　右記のQRコードを読みとっての送付もできます。お問い合わせフォームが開きますので、

全項目もれなく入力して「ファイル」で原稿を添付してください。
　　　＊岡山県看護連盟のホームページ（お問い合わせ）からも送付できます。

原稿募集

お問い合わせフォームの
QRコード

読者投稿欄読者投稿欄 つ ぶ や きつ ぶ や き

　一年間の産休、有給を終えて先日復帰しました。
　慣れない育児に仕事とバタバタな毎日ですが、家族に助けてもらいながら日々
頑張ることができています。
　仕事は、業務の流れや手順など忘れていることが多く、またコロナ禍の一年で
感染対策もより厳重となっているため、新人に戻った気持ちでスタッフの皆さん
に指導してもらいながら頑張っていこうと思います。

（水島中央病院　池上　希）

読者投稿欄読者投稿欄 つ ぶ や きつ ぶ や き

　コロナに振り回される今日この頃、いや一年半余り。２回目のワクチン接種後は、発熱、倦怠感や関節痛がで
た。でも夜勤があるからとギリギリまで横になっていると、夫がアイスノンやご飯を準備してくれ、家族のあり
がたみにほっこりした瞬間。熱も何度まで上がるかなーって実験しようと思っていたのですが、夫に解熱剤を飲
まされ、あえなく実験終了。お陰で夜勤も元気で終了。他のナースに比べめちゃ楽でした。

（次女のひとり言　匿名希望）

COVID-19 ワクチン接種の体験


