Yamanashi Nursing Association

URL http://www.yna.or.jp

100

Vol.

看護協会 NEWS
発行／公益社団法人 山梨県看護協会

1

2

〒400-0807 甲府市東光寺2丁目 25-1 TEL（055）226-4288 FAX（055）222-5988
発行責任者／藤巻秀子 印刷／有限会社クリップ

100
3

4

創刊

記念特集号

6

9

ベン
かなラ ダーの香
や
り
爽
て

ください。
楽しみ
をお

創刊100号を記念
し

8

この部分をこすると
「ラベンダー」の香りがします。

2015年
1月

10

11

5

号
7

12

2
新しい年の始めに 山梨県看護協会長 藤巻秀子
3〜5
山梨県看護協会機関誌のあゆみ
6〜7
先人に聞く…忘れられない看護・協会活動
8
山梨県看護協会の自慢
9
看護職の禁煙支援研修会
10
ピックアップ“フライトナース”
10
シリーズ№４ 看護研究のコツ
ナースのママ・パパ奮闘記 特別編“今と昔” 11
平成26年度 理事会報告
12
12
INFORMATION／編集後記

山梨県看護協会への入会手続きはお早めに!!
山梨県看護協会会員数 5331名（平成26年度）

100号 記念特集
山梨県看護協会「機関誌のあゆみ」

創刊

看護協会 NEWS 100 号

新しい年の初めに

昭和55年５月に第１号を創刊した山梨県看護協会報が、
山梨県看護協会ニュースに名称変更し、
今号で100号を迎えました。
歴代会長の皆様に就任期間を振り返っていただきました。 下飯田の旧看護会館

※会員数は会長就任年度の数です。

創刊号～第15号

昭和55年
会員数
1235名

（昭和55年～昭和60年）

思い出あれこれ
第3代協会長

公益社団法人
山梨県看護協会
会長

藤巻秀子
新年明けましておめでとうございます。

大先輩からメッセージなどを寄稿していただくこと

山の端から立ち上る清々しい初日の出を見上げ、

ができ、まさに記念すべき１００号となったと皆様

看護協会会員の皆様、そして本県の看護に携わる全

のご支援・ご協力に感謝すると共に、会員、関係者

ての皆様のご活躍とご多幸を祈願いたしました。平

の皆様方には是非じっくりとお読みいただければと

成２７年、羊は穏やかで人情に厚い動物で、「群れ

願っております。

をなす羊は家族の安泰を示し、いつまでも平和に暮
らす」と言う意味があるのだそうです。

の機能強化、各地区支部活動の推進、保健師・助産

に「山梨県看護協会報」として産声を上げ、以来

師・看護師等３職能の機能強化につきましては、計

３４年間看護協会の顔として会員の皆様にお届けし

画に沿いながら各職能委員会や常任・特別委員会活

てきました。第１号の編集に当たられた出版委員長

動、地区支部役員の皆様と連携して取り組みを進め

は山梨療養所（現山梨厚生病院）の駒田元子様で、

ております。ホームページの充実を図り、随時情報

編集後記に「・・・看護協会は会員全体の支えがな

を発信しておりますのでご覧下さい。

くてはなされないと思います。他に仕事を持ちなが

自然災害や様々な感染症などの脅威に不安を感じ

ら、この組織の運営は皆の協力がなければ成し得な

させられる昨今ですが、今年こそは群れをなす羊に

い。故に、この会の活動をいち早く理解して戴き、

あやかって穏やかで平和な一年でありますよう祈念

く、私達出版委員一同は頑張りたいと思っていま
す・・・」と協会ニュースの出版の使命を記してお
りますが、このことはこの度の１００号までしっか
り引き継がれておりまして、心から嬉しく委員会活
動を誇りに感じております。
１００号の発行に当たりましては、現広報委員会
では大変なご尽力を戴き、３４年間の足跡をたど
ると共に、歴代会長様や保健師、助産師、看護師の
平成13年4月
現住所に看護教育
研修センターを移転
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Vol.100 平成27年1月 創刊100号記念特集号

しております。

第６号
（昭和57年11月15日発行）

創刊号は、協会誌創刊に
あたって看護協会の今昔・
地区活動・各委員会報告が
掲載された

看護協会の動き

号となりました。昭和５５年（１９８０年）５月

して、末端に居る一人ひとりの会員に知らせるべ

創刊号
（昭和55年５月20日発行）

の確保・定着対策や看護の質向上を図るための教育
研修の充実、長期療養の生活者を支える訪問看護等

何らかの形で全員が参加して欲しいと出版活動を通

「昭和５５年度の総会を前にして、皆様のお手元に『山梨県
看護協会報』の第１号をお届けできることを大変嬉しく思い
ます。会員の心と心をつなぐものとして大きな力を発揮して
くれることでしょう」の記事を思い出すにつけ、もう１００
号の節目を迎えるのかと感慨も一入です。
『やまなし看護協会ＮＥＷＳ（山梨県看護協会報）』発刊
１００号、おめでとうございます。昭和 55 年、第２回看護
大会は「みんなで看護を考える－住民と語ろう！受けたい看
護、したい看護－」、くらしの中の看護展、等々。保助看が一

平成２６年度の重点事業に掲げました、看護職員

「やまなし看護協会ＮＥＷＳ」もめでたく１００

牧嶋ミユキ

体となった催しを行いました。それらの活動が評価され、昭
和５７年に県政功績者として山梨県看護協会が知事表彰を受
けました。（山梨県看護協会報第６号に掲載）
昭和５６年度通常総会で会員より緊急動議として県立高等
看護学院を看護短期大学に移管してほしいという要望が出さ
れ、第３号に「
“緊急動議”県立看護短期大学への移行間近
か？」を掲載しました。第７号には「第１３回日本看護学会
開催される－母性看護－」、学会は研究者と参加者の意見交換
が行われる中で相互研鑽を積む場となり、専門職能人として
の自覚を高めていく場であるとあいさつしたこと。学会準備
委員長の「学会運営にあたって、山梨の看護職のチームワー
クの良さ、目的に向かって皆で気持ちを一つにしていくこと
の素晴らしさを実感できた」の記事が見えます。
「看護は一つの旗の下」に団結した看護協会活動を載せた
「山梨県看護協会報」は懐かしい思い出であります。

県政功績者として
知事表彰を受ける

初めて看護展実施を掲載

●S21.8(1946) 山梨県厚生協会を設立

●S54.9.7

●S22.9(1947) 日本 助・看・保協会山梨県支部となる

●S55.5(1980) 山梨県看護協会報第1号発刊

●S23.12

助看保会館落成

●S57

第13回日本看護学会～母性看護～開催

●S36.12

看護連盟山梨県支部結成

●S57.10

●S42.12

山梨県看護協会設立20周年記念式開催

看護協会が県政功績者として知事より
表彰される

●S51.6

山梨県看護会館竣工式挙行

第16号～第22号

●S59

第１回山梨県看護大会開催

山梨県立総合婦人会館開館記念行事
として「暮らしの中の看護展」を開催
（初めての看護展実施）

昭和60年
会員数
2170名

（昭和60年～昭和62年）

懐かしい思い出
第４代協会長

第12号
（昭和59年４月16日発行）

保坂春子

昭和６０年～６１年度の一期２年会長をお引き受けしまし
たが、深く印象に残っています。副会長の安達弘子さんはと
ても若く明快な支援をしてくださいましたし、事務局長の飯
野春枝さんには細やかな配慮をしていただき無事に務めを果
たすことができたと思っております。
定期総会に、時の副総裁金丸信先生がご臨席下さり、ご挨
拶で「保健師・助産師・看護師が一致団結し協力して県民の
ニーズに応えて欲しい」と話されました。
会長２年目に入った時、県の人事課より当時私の勤務場所

●S60(1985) 国連国際婦人年最終年
●S61

望月弘子地域訪問看護検討委員会
委員長 医学研究学術賞を受賞
県立看護短期大学の設置について
県へ要望書提出

●S62

平井とみじ氏「看とりの道」を発刊

第16号
（昭和60年８月25日発行）

第18号
（昭和60年12月24日発行）

昭和60年度通常総会
において、新会長に
保坂春子氏が
決定される

衛生指導監望月弘子氏
が医学研究学術賞を
受賞される

であった甲府保健所の次長のところに「保坂春子は県職員で
県より給与を支給している。看護協会の仕事を何パーセント
しているか調べて報告して欲しい」と連絡があり、私は即座
に「２０日間の有給休暇と土曜・日曜・祭日を使い月１回の
理事会には夕方６時から出席しています」と答え、県職員と
して任務はしっかり果たしていることを伝えました。
昭和６１年総会で、看護短期大学設置実現の緊急動議が出
され、県知事宛に要望書を提出するなど、看護協会活動は他
の役員と連携して総会で決められた事項を最優先に取り組み
ました。今、懐かしく思い出しています。

やまなし看護協会 NEWS ●
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第23号～第40号

昭和62年
会員数
2412名

（昭和62年～平成5年）

思い出すままにあの時のこと
第５代協会長

大澤えつ子

光陰矢の如しとは申しますが、私が会長を
お受けしたのは、四半世紀前の昭和６２年の総会でした。当時
の山梨県看護会館は、現在の城西高校の拠に、１階は事務室
と相談室、２階が研修室となっていました。建設当時は広いと
思われていた研修室も会議や研修会が重なり、新しい看護会館
建設の話題が出るようになり、研修会費の外に建設積立を決定
したのは、翌年の総会でした。
会長の役割は看護協会活動の外に、県主催の総合福祉計画
を始め医療審議会等に出席し、看護職の処遇や看護大学設置
についての問題を提案しました。県内の看護学校の入学式、戴
帽式、卒業式等に招待され祝辞が設定されていました。４月・
１０月・３月と学校めぐりには神経を使いました。その後日本看
護学会や山梨県看護大会など、人前での挨拶や講演は、何回
第23号
（昭和62年8月20日発行）
新会長に
大澤えつ子氏就任

●S62.7

在宅看護よろず相談センターを開催

●H2

看護大学設置をめざして活動の活発化
平井とみじ名誉会長逝く (10.30)

●H3

山梨県看護会館将来構想の検討開始
第 43 回保健文化賞受賞

●H4

第 22 回日本看護学会地域看護分科会開催
「山梨県看護研究学会」創設

●H5(1993)山梨看護学会第1回学術集会(3.12～13)
●H6

看護協会立貢川訪問看護ステーション認可 (5.12 オープン )

第36号
（平成3年12月8日発行）

この号より病院案内
が連載される
38号からは
施設案内へ

協会報題字が
リニューアルされ、
保健文化賞受賞の
特集号を組む

新看護教育研修センターにふさわしい活動の始め
には山梨発『看護はひとつ』( 第６６号 ) で山梨が培っている保
健師・助産師・看護師の連携と協働を三職能委員長に熱く語っ
ていただいた先見性のある対談でした。この反響は大きく会員
から“これまで以上の有機的な看護の連携を図っていただきた
い”との声を多くいただき私の最も大切にしてきた活動の信条
でもありました。
三位一体改革等、保健・医療・福祉を取り巻く環境が厳しさ
を増した平成１６年１１月に大久保幹雄山梨県医師会長の誘い
を受けていた四師会としての仲間入りをし、１８年１月 ( 第７２
号 ) 私の会長 2 期目の新春の門出にあたり医師会長との対談が実
現しました。１７年度には日本看護学会―地域看護―を開催。
平成１８年、行政改革による地区支部の再編ではきめ細やか
第65号
（平成15年8月発行）

第41号
（平成5年8月10日発行）

第72号
（平成18年1月発行）

新協会長に
里 和子氏が就任

新協会長に
望月弘子氏が就任

頑張れ! 子育て応援団
の連載始まる

●H22

3.11被災地（者）支援

●H23

●H18.6

●H9 山梨県看護協会創立50周年・
看護会館設立20周年＜記念特集号＞

行政区域の変更に伴う地区支部の再編成
8地区支部から5地区支部へ

看護職のためのWLB推進ワークショップ
取り組み開始・看護職員緊急雇用研修事業
開始し以後平成25年度まで

●H19

第16回看護学会「一日無料券」の発行

●H24

日本看護学会 ―母性看護― 学術集会
(10.4 ～ 5)

第50号
（平成9年4月発行）
この号より完全
カラー化となり、
保存版活用できる
シリーズ始まる

平成5年
会員数
2993名

望月弘子

平成１３年４月２７日に看護協会の長年の夢であった２１世紀
将来構想の看護教育研修センターが竣工した。竣工式は新会館
で来賓として県有地を３０年間無償で貸与して下さり、建設資金
についても多大なご高配をいただいた天野県知事をはじめ、県
議会の皆様方はじめご来賓１３２名と会員代表者３０４名の祝福
の中で盛大に行われた。この状況は協会ニュースの特集号で紹
介された。
昭和５１年に建築された下飯田会館が隘陋化、老朽化しはじ
めた頃の平成元年、総会で会館建設のための委員会設置の提
案がされた。２１世紀にふさわしいセンターの内容は、教育研修
研究による現任教育、卒後教育、ナースセンター、訪問看護ステー
ション、情報管理の５部門となった。
●

第7代協会長

●H17.7 「災害看護支援マニュアル」の発行

～将来構想会館建設をふりかえる～
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「変革」の担い手は会員一人ひとり！
里 和子
を発信

に地区支部を巡回し協会ニュースにも重ねて取り上げて周知を
図りました。
委員会活動では「たばこのない社会を目指して看護職だから
できるたばこ対策」を徹底した「たばこ対策委員会」の活動は
各地区支部に広がる草の根運動で他県に類を見ないと日看協か
ら評価をいただき、ＩＣＮ学術集会で研究発表をし、平成１９
年には「健やか山梨２１推進会議」から団体表彰を受けました。
看護職確保定着対策として取り組んだ「働き続けるための職
場紹介」
「ホームページの活用」
「ナースのママ・パパ奮闘記」
はロングランとなっています。
平成１９年「山梨県看護協会創立６０周年記念誌」の発刊。
看護研究奨励賞を新設し、会員が研究活動に積極的に取り組む
環境を整えました。
平成２１年１月の横内正明知事との対談では「健康長寿日本
一！」の実現に看護職が大きい役割を果たしたとお褒めをいた
だきました。
数多くの事業を会員と共に具現化し“協会は動いている”を
ひしひしと感じ、広報出版委員・担当理事の熱意に応えたい、
風通しのよい協会であり続けたいと走った 6 年間でした。会員
一人ひとりに心から感謝しております。

●H20

10年先を見据えた活動を!
第6代協会長

（平成15年～平成21年）

平成15年
会員数
4632名

●H16.1 「災害看護支援マニュアル」作成
（災害対策委員会）

もうすぐ一年～看護
の道を歩みはじめて
～の連載始まる

（平成5年～平成15年）

第31号
（平成2年3月31日発行）

第65号～第82号

●H6 ふるさと財団理事長 長田 一氏看護協会 ●H10(1998) やまなし看護協会ニュース第50号 A4サイズ・カラー冊子
相談役に就任
としてリニューアル
念願の看護大学が開学
看護管理者ファーストレベル開講
●H11.6
看護管理者セカンドレベルコース新設し研修会開始
●H7 山梨県看護協会将来構想推進委員長決まる ●H12.6
新看護教育研修センター建設の起工式
山梨県立看護短期大学開学
●H13.4
看護教育研修センター竣工式 「看護婦」→「看護師」へ
●H8 山梨県看護協会創立50周年
●H14.9
ホームページ開設
看護会館設立20周年記念式典

第44号
（平成7年3月31日発行）

第41号～第64号

経験しても、慣れることはなかったように思いました。
会長としての役割の中で、最も印象に残っていることは、平成
３年９月、保健文化賞
（第３６号 第４３回保健文化賞受賞特集号）
をいただいた時のこと。この褒賞は全国に先駆けて実践した地
域訪問看護の制度化、病院と地域の継続看護のシステム化や在
宅看護よろず相談事業など、看護会館を拠点に地域住民への支
援活動が評価されたものと思われます。
平成３年９月１１日第一生命社長より感謝状が、厚生大臣より
表彰状が渡されました。翌日「宮城の豊明殿」一般参賀のあの
お立ち台の長い廊下を宮内庁の係官の先導で、外国の大使等が
謁見する部屋に通されました。厚生省次官の説明で受賞した組
織の代表６名と個人１名が、横一列に並び天皇・皇后両陛下に
拝謁し、陛下より御言葉を賜りました。海風にゆれる松と真っ青
の海に白波が立つ壁面一杯の絵画が印象的でした。この事実は
生涯の忘れ得ぬ私の思い出であり宝物です。然し、訪問看護を
制度化し、実践へと導いた望月弘子名誉会長の役割だったので
はないかと思いました。
病後の私を陰に陽に支えて下さったことに敬意と感謝を捧げ
たいと思っています。
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●H14.10

第4回都道府県看護協会機関誌コンクールで「最優秀賞」受賞

●H15(2003) まちなか健やかサロン開設
(甲府市より看護協会に運営委託)
第53号
（平成11年3月発行）

第58号
（平成13年1月発行）

うちの病院自慢
連載始まる

新看護教育
研修センター
特集記事を掲載

何と言っても目的に合った土地探しと資金繰りは大きい課題で
あった。先ず資金は会員の自治の精神に則り、拠出金の額を決
めた。一人年間１万２千円で５年間で６万円とし総会で可決した。
土地探しは難航し、最終段階で廃校跡地に着眼するまでに多く
の時間を要した。
具体的な活動を展開するために推進委員会を構成した。総務、
財政、建築、普及活動、事業運営の５部門に６７名の委員を配
置した。各委員長を中心に相互の連携を図り、理事会、審議委
員会、地区支部長会を通して会員の意見を吸いあげ、その状況
をニュースで知らせた。
会員の拠出金は順調に納入されていたが、財政委員長から施
設整備のため拠出金３万円の追加要請があり、慎重に審議をし
総会で可決された。自己拠出金９万円は会館建設を通して協会
の社会的認識と評価を高めた。
下飯田の土地、建物の財産は専門家を交え検討した結果、新
会館借用の用地と建設資金の確保のために県に寄附した。振り
返るとどんな仕事でも浸透するまでには３年かかり、目的達成に
は１０年かかることを学んだ。協会ニュースが果たした役割は大き
く、会員の意識を変革させ、長い道のりの将来構想を達成させた。

●H17.12 山梨県看護協会創立60周年誌
編さん委員会発足

第83号
（平成21年9月発行）
平成21年度通常総会
において里 会長が
退任され新会長に
藤巻秀子氏が就任

第83号～第100号
（平成21年～平成27年）

看護研究奨励賞の新設

●H21(2009) 新公益法人制度への取り組み開始

再チャレンジ
生涯現役宣言の
連載始まる

●H24 公益社団法人山梨県看護協会 会員
5,000人達成
協会ニュースリニューアル
（縦書きから横書きへ）
●H25 WLB参加10病院の協力のもと
「看護職のWLB推進事業報告書」を刊行
会員5,191人
●H26 訪問看護師養成研修コアカリキュラム試行

第84号
（平成22年1月発行）

第89号
（平成23年9月発行）

平成22年新年を
迎え藤巻会長の
年頭あいさつを
掲載

公益社団法人
とする定款及び
定款細則が承認
される記事を掲載

平成21年
会員数
4760名

公益社団法人としての新たな使命の探求
現協会長

第80号
（平成20年8月発行）

藤巻秀子

この期間中に看護協会が新たな法制度の下、公益社団法人
山梨県看護協会となったことは何と言っても最も大きなニュースで
しょう。平成２１年８月に「新公益法人検討会」を設置し、９人
の委員で新公益法人移行に関する課題とその対策や、会員への
周知のための研修会についてなど検討を開始しました。委員は
会長・副会長・専務理事・常任理事と各部長・規約委員長・協
会活動に尽力された安達弘子先生で、延べ１０回開催し、２２
年１月発行の第８３号では新たな公益法人制度について会員の
皆様に分かりやすく紹介し、２３年９月発行の第８９号に掲載さ
れた“公益社団法人山梨県看護協会とする定款及び定款細則が
全会一致で承認された”という記事になりました。
検討会で最も配慮し検討を進めてきたことは「地区支部活動
の強化」でした。これまで中北地区支部を除いて組織されてい

第98号（平成26年5月発行）
通常総会特集号を入れ、
年4回の発行となる

た「地区看護研究会」でしたが、新た
地区支部の組織
な公益法人の支部が他の組織と経理
公益社団法人
を一体に行うことは認められないこと、
中北
また、公益法人の活動は会員のみを
地区支部
対象にするのではなく全ての看護職を
峡北
対象とすることから、定款で地区支部 富士・東部
地区支部 山梨県 地区支部
は「法人の支部」としましたので看護
看護協会
研究会を発展的に解散していただくこ
峡南
峡東
ととなりました。看護研究会が本県の
地区支部
地区支部
看護の発展や地区支部の誕生に果た
した功績は大変大きなものであったこ
とを会員の皆様と心に留め、これからは新たな法人として地区
支部活動の強化に全力を挙げて取り組んで参ります。
その他、新人看護職員臨床研修制度の創設や、日本看護学会・
母性看護・学術集会の開催、東日本大震災発生へ災害支援ナー
スの派遣など思い出は尽きません。
看護職の皆様には「目標を高く掲げてチャレンジする」ことを
期待しています。
やまなし看護協会 NEWS ●
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先人に
聞く…

忘れられない看護・協会活動

保健師

保健師活動に思いを寄せて 古明地ふさを

助産師

忘れられない看護

保健師・助産師・看護師と職種は異なりますが看護
に対する思いはひとつ、３０数年来の看護協会員である
３人の先人に「思う看護」について伺い、改めて看護職
の素晴らしさを認識させられました。

看護師

千野 良子

かけがえのない絆

小林 芳恵

山梨県看護協会でファーストレベル研修が開講したのは平成６年１０月。県立

保健師を退職し１０余年経つが、今も心に残像としてあるのは、昭和４２年の

昨年の８月３日、山梨県立中央病院の院内助産で孫が誕生しました。親である

初任地での派遣保健師活動である。村は無医村で多くの住民は病気が重症化して

私の息子は住んでいる静岡から駆けつけ、助産師たちに見守られ、分娩に立ち会

看護短大設置の前年だった。私はすでに５３歳。遅れ馳せながら「年齢順に受講を」

入院という経過を余儀なくされていた。何としても村に医者がほしい、診療所が

えました。児は無事に生まれたものの、頸管裂傷であっという間に 1500ml の出

の希望を職場で受け入れて頂き、再チャレンジの機会を得た。

ほしい。その悲願達成の原動力は「地域（地区）診断」による保健師活動の展開

血がありましたが、分娩を終えた２人は本当に満足げで幸福そうでした。

看護部の目標「看護が輝いて働ける魅力ある職場づくりを目指そう」に努力を
していたが、当時民間病院は深刻な看護師不足。加えて私自身の力量不足もあり、

であった。保健師教育課程で受けた診断演習授業は科学する看護、社会を看護す

昭和４８年、結婚を期に日赤医療センターから出身地である県立中央病院産科

るその技法に衝撃を受け、保健師になったら必ず活かそうと密かに決意したのだ

病棟に就職しました。その当時は、分娩は医療の一部のような考え方で行われて

目標達成は至難の業だった。そんな困惑の折の開講。藁にも縋る思いで受講させ

が、それを駆け出しの保健師が実践してしまったのだ。

いました。県内の様々な問題を持っている妊婦を引き受けていましたので、医療

て頂いた。講義に学ぶ理論や熱気溢れる仲間との議論に手応えを得、関わりの糸

全戸訪問をしながら住民の健康生活希求の声を積み上げ、どうにか診断活動の

が主体になるのもやむをえないとは思っていました。しかし、助産師が主体となっ

口を見出す事ができた。近年看護教育は大学の時代となったが、同研修会は当時、

プロセスを踏み、地域診断発表会を持った。診断展開技法、問題分析能力、企画

てできる分娩もある、妊娠・分娩・産褥を通して助産師が主体に関わる事が出来

非常に画期的だった事が思い出される。

立案能力も十分に具備されないままに、訪問で触れた住民の生活実態に突き動か

ないものか、またその一方で医療が必要な場合は速やかに対応できる、そんな産

看護協会活動では、委員会活動を始め現看護教育研修センター建設準備期から

されたのだ。まさに「現場から学べ」である。席上で村民の命、健康を守る施策

科病棟を作りたいと日々考えておりました。そのような思いで仲間たちと様々な

理事として参画させて頂いた。深夜に及ぶ理事会で、激論を交わす諸先輩の強力

として医師の確保が最優先課題と決まり、住民の声や保健統計に裏付けされた保

システムを作りました。「ラマーズ法の導入」
「助産師外来」
「母乳外来」
「双子の会」

なリーダーシップに驚愕。取り組みに向け多くを学ばせて頂いた。

健問題は関係者の心に響き、１年後には中学校を間借りした診療所が誕生、診察

「出会い学級」等々。しかし、夫立会い分娩だけは医師の強い反対で産科病棟に

私は研修センター建設の財政委員を仰せつかり、委員１３名を中心に自己資金

を受けに来る笑顔いっぱいの村民の列に保健師になったことの喜びをかみしめ、

勤務している間は実現できませんでした。「分娩に立ち会いたい」という希望を

確保に奔走した。総会や研修会、そして各職場で「物品販売（アップルパイ・傘・

そして「地域（地区）診断」は保健師が行う保健衛生活動の基本であることを確

かなえてあげられなかった方々の事が今でも心に残っています。

衣類等）」をお願いした。また会員からバザー品の提供を得、小瀬スポーツ公園

信したのである。勿論、今も私は揺ぎ無き活動であると思っている。

産科病棟の師長をしていた平成５年頃、中央病院の建て替えに合わせて総合周

でイベントが行われるたびに「フリーマーケット」も開店した。車に山積みして

今や地域は超高齢化社会に突入しており、今後もさらに進行することは必定で

産期母子医療センターを開設することが決まりました。この建設に合わせて今ま

運んだ高級日用品はあっという間に完売。売上金は東京相和銀行（当時）に預金。

ある。派生する社会問題も多重的、かつ深刻になってきている。これまでどの国

で解決できなかった課題をクリアしたいという思いで建設計画に関り、同時に先

最終的に８１６万余の自己資金を確保する事ができた。研修センター竣工の感激

も経験した事がない大きな問題に多種な医療福祉看護関係者がチーム医療を組

進病院の研修などで人材育成を行いました。総合周産期母子医療センターの開設

は一入。感謝とやり甲斐を実感した思い出である。当時の財政委員のみなさんと

み、要援助者が住み慣れた地域で最後まで住み続けられる社会実現のために地域

と同時に私は看護部に入り、病院全体に関わるようになってしまいましたが、何

は、今なお「あじさい会」として年一度の歌声を交えた小旅行をし、相互の和音

包括ケアシステムの構築に向け取り

時でも産科に対する熱い思いは密かに

を確かめあっている。

prof i le

組んでいる。保健師が先頭に立ち、

市町村に保健師配置の必要性が高まっ
た昭和42年、無医村であった芦川村に県
から派遣されました。その後、国立公衆衛
生院（現 国立保健医療科学院）に学び、保
健師教育に情熱を注ぎました。
日本看護協
会保健師職能委員を歴任し、全国の保健
師活動の発展に大きな足跡を残しています。

持てる能力を全開させ、
「地域（地区）
診断」の様々なノウハウを駆使しなが
ら、いかに挑んでいくか、頼もしい
限りである。

当時の古明地ふさをさん
（旧姓 有泉）
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●

旧芦川村（現笛吹市）での派遣保健師活動の様子
・会員だより第6号（昭和44年8月1日発行）
より
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持っておりました。そして、今回の孫
の出産でこのことが当たり前に実践さ
れていることを実感し、二重に幸せな
気分を味わいました。

prof i le

昭和48年より、県立中央病院に勤務さ
れ産科助産師としての経験を生かした新
生児未熟児ケアの確立や、
産科看護におけ
る「出会い学級」や「双子の会」
「母乳外来」
「助産師外来」
「パパママ学級」などの整
備を図られました。現在は韮崎市立病院副
院長兼看護部長で活躍中です。

看護協会活動は、私にとって看護の
パワーの源になった。そこには多くの
方々の支え、素敵な出会い、そして掛
け替えのない絆があった。４０有余年
を大過なく過ごせた事に、今、あらた
めて感謝している。

prof i le

看護師として長年、病院に勤務し、看
護部長を努められ、リハビリテーション看
護の確立のために尽力すると共に看護師
が働き続けられる環境整備の一環として、
院内保育制度を整備されました。看護協
会では看護師職能委員や新会館建設のた
めの財政委員として活躍されました。

にこやかに新生児を抱く
当時の千野良子さん
フリーマーケットを開き、資金確保に奔走

今も続く「あじさい会」の小旅行（後列左端が筆者）

やまなし看護協会 NEWS ●
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毎回シリーズでお送りしている「うちの職場自慢」
今回は１００号記念特集に寄せて「山梨県看護協会」の自慢を紹介します。
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たばこ対策委員 副委員長

井出 久美

全国に先駆けての看護協会の設立に始まり、常に看護界の先端事業の推進を提案し、
「実現してきた先輩方」が私たちの自慢です。 今回は諸先輩が積み上げてきた各部・事業
の現状をお伝えし自慢の由縁を感じていただきたいと思います。

教育部

教育部で大切にしていること

山梨県看護協会の教育の理念は「継続教育の体系化を図り、県民の健
康と福祉の増進に貢献する専門職業人としての能力の開発・発展を支援
する」です。その理念を基に継続教育の体系化を図るため、クリニカル
ラダーを設定し、実践能力段階ごとに研修を企画しています。
専門職業人としての能力を発揮するうえで、自己研鑽は看護職者とし

ての責務であり、協会独自の教育を考え、教育委員会で所属施設におけ
る必要な研修内容を情報収集しています。また、看護職者の学習ニーズ
を把握し、教育委員会・学会委員会・安全推進委員会・認定看護管理者

教育運営委員会等と連携し、研修を実施しています。
研修企画・運営で大切にしていることは各委員会との連携です。平成
２４年度、学会委員会で看護研究活動に関する実態調査から研修ニーズ

を把握しました。その結果、研究発表の未経験者が４割いました。その
「相談・指導者がいない」
「方法がわからない」
理由は「研究テーマがない」
でした。そこで、教育委員会では「看護研究」を強化するために研修内
容を検討しました。「テーマ設定」は現場の問題をどう研究テーマに取り
「計
上げるか、そのテーマが文献検索でどこまで明らかになっているか、
で明確に
個別指導
画の立案」は、研究の目的・方法を演習や指導者との
を
します。「実施・結果」はデータのまとめ方、分析方法、論文の書き方
。
ています
を共有し
考慮した内容です。報告会で指導者と研修生との学び
。また
けました
今年度、その研究過程を支援する指導者のコースを設

一方、協会で実施する教育の独自性は他施設の看護職者との情報交換す
れます。
る場の提 供、他者 との比較 から自己 を見つめ る機会と も考えら
まずは、自分の興味ある研修に参加してみましょう。

訪問看 護ステーション部

地域に根ざした信頼の訪問看護の提供

山梨県に おける訪 問看護の 歴史は、 １９８０ 年に山梨 県看護協 会が訪
問看護の有効性と可能性について研究した成果を基に１市１町をモデル
として訪問看護事業を開始し、当協会では、訪問看護師の養成と認定等を

行い、訪問看護師の派遣を制度化したことに始まっています。
で
看護協会立訪問看護ステーションは開始当時から、「いつでも、どこ
訪問看護
質の高い
、しかも
差のない
に地域格
を合言葉
も、だれ にでも」

を提供す ることを スローガ ンに現在 に至って います。 現在、７ つの訪問
ー
看護ステーションと居宅介護支援事業所、サテライト７ヶ所、２つのホ
く生活で
の人らし
た家でそ
住み慣れ
運営し、
ションを
ムヘルパ ーステー

きるよう、サービスを提供しています。
また、県 内にある 訪問看護 ステーシ ョンと連 携すると 共に関係 団体の
活動等に 積極的に 参加・協 力し、地 域の皆さ まから信 頼と好感 をもって

受けとめられていると自負しております。
２００１年から在宅療養者のニーズに適時適切に応えられるよう計画
的に認定 看護師を 養成して います。 また今年 度は、今 春に看護 大学を卒

し大学、
業した 2 人の看護師を採用し、ゆうき訪問看護ステーションに配置
を支える
在宅療養
います。
養成して
看護師を
がら訪問
病院の協 力を得な
若い担い手となることを期待しています。
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「看護職への禁煙支援研修」

平成26年度

ナースセンター部

♪ナースセンターのイイトコ話♪
強み ● 求職者の要望を聞き、施設に直接聞くことが

できる。

● 仕事以外の相談も受けることができる。

● 相談後はスッキリした表情の人が多い。

● 県外からの求職登録にも対応している。

● 求人側にも迅速に対応し、看護協会のホーム

ページ

に求人情報を随時掲載しているので求職者からの問い
合わせも多い。
● その人に合った職場を紹介することができる
。

ナースセンター部の主な仕事は、求職者に合った仕事を

紹介したり、求人・求職者の様々な相談を受けることです。
求人施設は「求職者の採用」に至るまで、その人に合っ

た条件、環境など様々な問題に対し、働きやすい環境にな
るよう、ナースセンターと共に考えて知恵を振り絞ってい

看護職の禁煙支援研修会が開かれ、
たばこに含まれる有害物質や受動喫煙
の影響など、たばこの害について知識
を深めることができる場となりました。
看護職のたばこ対策委員会の活動として、毎年

だけでなく学力にまで影響があることなどがわかり

「看護職の禁煙支援研修会」を開催しています。今

やすく講義されました。また、喫煙の依存症となる

年度も10月25日（土）午後、日本禁煙学会認定専

メカニズム、脳への影響についても詳しい説明があ

門医である一宮温泉病院の松尾邦功先生をお招きし

り、参加者の中で禁煙行動に結びつく方が一人でも

て「受動喫煙について」の講義をしていただきまし

あれば・・・と強く思いました。
「動機づけ面接法」について学びました。
「動機づけ面

名、計51名でした。
受動喫煙については、たばこの有害物質の内容だ

接法」は禁煙支援だけでなく、アルコール問題や薬物

けでなく、なぜその有害物質が使われているのか、

問題、ダイエットなどさまざまな患者さんへの支援

どのような害があるのか、また受動喫煙による死亡

にも有効なものであり、たいへん興味深いものです。

者数が少なくとも年間6800人であること、分煙は意

今回は「動機づけ面接法」の中の「不協和への対応」に

味がないという根拠、乳幼児への影響、子供の健康

ついて学びましたので、参加者のみなさんも学習前
の回答と比べ、学習後の回答では採点結果が大きく
上回っており学習効果を実感することができたの

載することで、求職者からの問い合わせも年々増えています。
求職者は近年、子育て中の方が再就職を考えているケー
スが増えています。子育てをしながらの復職は大変だと思
いますが、働くことが可能な時間や日数、家庭環境などを
じっくり聞き、最終的に希望の職場へ紹介することに力を
注いでいます。時間をかけながら相談を受けることで、不

ではないでしょうか。自身の採点結果について講義
終了後に多くの参加者が確認する姿がみられ、関心
の高さが伺われました。実際に患者さんとのコミュニ
ケーションに役立てられるのではないかと思います。
たばこ対策委員会では、2014〜2018年看護職の

安だった気持ちも最後は明るくなり「ありがとうございま

ための「たばこ対策行動計画」＝禁煙アクションプ

した！」の声がナースセンターの部屋に響いています。

ランを策定しており、皆様のお手元に届けることと

また、よろず相談は多岐に渡り、進学や介護などについ

ての相談も来られるようになりました。管理者の方はもち
ろん、働いている方の相談にも積極的に耳を傾けることで、

います。これからもナースセンターは「なんでも、いつで

も相談！ ナースセ ンターは みなさん を応援し ています！」
をキャッ チフレーズに多くの方を笑顔にできる場所として頑
張っていきます！

総務部

いわゆる何でもお引き受けしています
● 会員登録・変更、会費納入等会員管理に関すること。

● 理事会・委員会・地区支部長会・各職能研修会等に関す

ること。

● 看護協会ニュース、委員会活動、図書ビデオの整理保管に

関すること。

● ホームページに関すること。

何より、皆様からの会費の適正執行等の会務処理の総括

に関すること、公益社団法人に関することをしっかりと管
理・執行しています。

後半は看護職として禁煙を支援していくための

た。参加者は保健師9名、看護師40名、准看護師2

ます。また、看護協会のホームページに「求人情報」を掲

ナースセンターが身近になっていると実感しています。こ
のような成果は再就職や離職防止にもつながっていくと思

司会をする
青山委員長

グループワークの様子

しています。

禁煙支援研修会に参加して
今回の研修会は受動喫煙をテーマに行われましたが、改
めてタバコの害について認識することができました。喫煙
場所での分煙や換気扇の下で吸う等、いくら喫煙者が意識
してタバコを吸っても、タバコの煙を完全に遮断すること
は不可能であり、受動喫煙をなくすことは難しいと思いま
した。受動喫煙を完全になくすことは難しいことですが、
グループで何か対策として取り組めることはあるか、意見
を出し合いそれを全員で共有しました。『国がタバコを売
らないようにする』『喫煙者を雇えない会社にする』『こ
れから将来のある若者にタバコの恐ろしさについて情報提
供し、タバコに近づかないようにさせる』等、現実的に実
践ができる意見も出ました。タバコを吸うのを止めない限
り、受動喫煙の害をなくすことはできません。喫煙者自身
がタバコの害についてわかっているのにそれでも吸ってし
まうのは、ニコチン依存症という状態にあることを理解す

峡南医療センター富士川病院

三枝 美保

禁煙支援は支援者からの一方的な指導では効果がなく、
喫煙者自身がタバコの害について気付き、それを行動に移
せるように関わることが重要です。その効果的な方法とし
て、「動機付け面接法」というアプローチ方法が重要であ
ると講師の松尾先生が話されていました。これは受容的な
態度で相手の気持ちに共感し、相手が自分の正直な気持ち
を表出し、自ら問題解決の方向に向かっていくことができ
るようにするアプローチ方法です。この方法は簡単に習得
できるものではなく、学習と経験により身についていくも
のであると言われています。
保健指導に従事する中で、対象者の意識を変えるという
ことの難しさを実感していますが、この「動機付け面接
法」を習得できれば、より効果的な支援が行えるのではな
いかと考えます。この方法を理解し習得できるように、今
後も積極的に学習会等に参加していきたいと思います。

る必要があると思いました。

やまなし看護協会 NEWS ●

9

ッ プ
ピ ッ ク ア

100号 記念

創刊

フライトナース

看護職確保定着

同じ看護職であっても、働く現場によって、その仕事内容は全
く異なります。今回はドクターヘリに乗り、救急現場へいち早く
到着し初期医療を開始するフライトナースの活躍をご紹介します。

活動する
フライトナースたち

特 別 編
ナースのママ・パパ奮闘記第１回掲載から１０年が
経ちました。第１回に掲載されました井上友美さんを
１００号を記念し、特別編としてご紹介します。

地方独立行政法人
山梨県立病院機構 山梨県立中央病院
救命救急センター た か の か ず き
主任看護師

高 野一城

当院では、2012 年 4 月よりドクターヘリ運行が開
始され、現在フライトドクター 9 名、フライトナー

事）時に想定外な事がないように日常（平時）から準備

ス 7 名が在籍。運航開始から 2014 年 10 月現在まで

を進めることや、日々の看護を磨くことが、救急現場

で合計 1157 件の出動があり、他職種と連携をしな

での看護にも生かされるという解釈です。現場での患

がら日々奮闘しています。

者・家族ケアを考えると、心に余裕のない看護師が話

ドクターヘリは、概ね 15 分以内で全県をカバーし、

す言葉は、心のケアの一助にもなりません。フライト

救急現場においての治療開始時間を短縮することで、

ナースは、どのような現場でも自らが落ち着いて行動

救命率の向上と後遺症の軽減を目指しています。そ

できるための知識と技術が必要です。そのための心構

の中でフライトナースとしての役割は幅広く、この

え、自己研鑽も含め、自覚をもって日々行動すること

ような広報活動も大切な仕事の一つです。主には①

が大切であると感じています。

医師の治療処置介助及び家族関係者対応 ②医療機

救命救急の現場で一人の患者にできることは限ら

器、医薬品の点検、維持管理 ③他職種との連携、コー

れています。その限られた空間の中で、医師、看護師、

ディネート ④安全管理となっています。そして一日

運航スタッフ、救急消防隊が意見を一致させて同じ

中これらの仕事をしているのではなく、多くは担当

目標に向かって救急医療を提供できる。こうした一

患者を受け持たないフリー業務として、点滴チェッ

体感を感じられること、さらに関わった患者・家族

クや清潔ケア、初療業務などを行っています。

の人生の一つのきっかけになれることが、フライト

僕自身は「平時にできないことは有事にもできな

今と昔

働き続けるために…

やまなし看護協会ニュース第 69 号に第１回目として
「ナースのママ・パパ奮闘記に」掲載（平成17年１月）

我が家のライフスタイル
市立甲府病院 助産師

井上 友美

「お掃除」も加わり、『できる方がすればいい』とい
う我が家のスタイルは変わらず家族皆でお互いを理

ナースとしてのやりがいとなっています。

解し、協力し合い、充実した日々を過ごしております。

い」という言葉をいつも大切にしています。緊急（有

私が仕事を続けたために、子供達にはずいぶん寂し
い思いをさせたり、不自由をかけてしまった事もあ

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№4
担当／小山ひろ美

（山梨看護学会委員会）

論 文 をまとめ る意 義

世間でいう「小１の壁、小４の壁」にぶち当たり、く
じけそうになった事もありますが、夫や両親の支え、

あなたが研究計画書を作成する時に一番初めにしたことは、
「自分と同じようなテーマの研究は

職場の上司をはじめ同僚が子供の成長を一緒になっ

ないか」
「このテーマはどこまで調べられているのか」といった文献検索でした。そしてあなたが

て喜んでくれたり、心配してくれたり、アドバイス

読んだ「文献」は研究論文だったはずです。同じように、今回あなたが調べたこと、明らかにし
たことについて、実は他の人も知りたいと思っているかもしれません。お互いが持っている研究

「我が家では、夕食作るのお父さん、洗濯するのも

をくれたり励ましてくれたり、勤務を配慮してくれ

成果を共有するための一つの手段が、論文発表です。抄録だけでは情報量が少なく研究のプロ

お父さん」という主人の俳句から始まるナースのマ

たり等々・・。数えきれないくらい支えてもらい今

セスや結果の詳細を伝えることができませんので、論文という形にしていきます。具体的な論文

マ・パパ子育て奮闘記を掲載させていただいてから

日まで働き続ける事が出来ました。決して私が子育

１０年が経ちました。

てに奮闘したのではなく、私の家族や私の職場の方々

の書き方は、前回のコラムを参考にしてください。
あなたが明らかにしたことを深く知り、活用してみる人も出てくるかもしれません。こうして私
たちの手によって創出された成果が、論文を通して議論・活用されることにより看護の質が高まっ
あなたが取り組んで得た貴重な財産を看護研究の集大成として、ぜひ論文にまとめましょう。
論文による報告は間違いなく看護の質向上の一歩となります。

●

こそ子供達に教えてあげられたことも沢山あります。

学会発表された方はお疲れ様でした。しかし、
看護研究はこれで終わりでないことをご存知ですか。

ていきます。

10

りますが、後悔はしておりません。働き続けたから

Vol.100 平成27年1月 創刊100号記念特集号

当時保育園児であった長女は中学 2 年生、長男は

が力になってくれたからこそ今があると感謝してい

小学校 6 年生になり、当時夢を叶えるため、懸命に

ます。子供達は徐々に手を離れてきています。私自

勉強をしていた主人は４年間の努力の末、見事に夢を

身がしてもらったことを少しずつ職場の子育て世代

叶えることができました。今では当時の主人の俳句に

に返していく時が来たと思っています。

やまなし看護協会 NEWS ●
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平成26年度
第7回

理事会報告

平成26年9月11日（木）

管理的事項について
1) 平成26年度第2回地区支部長と役員合同会議（案）について
２) ゆうき訪問看護ステーションの建設費について
３) 特定規模電気事業者からの電気供給について
報告・連絡事項
1) 平成26年度第6回理事会報告
２) 平成26年度第1回地区支部長・役員・委員長合同会議報告
３) 平成26年度第1回全国職能委員長会報告
４) 職能委員会報告（保健師、助産師、看護師）
５) 地区支部報告（中北、峡北、峡東、峡南、富士・東部）
６) 8月会議報告
第8回

平成26年11月13日（木）

管理的事項について
1) 平成26年度補正予算について

山 梨 県 看 護 協 会

■ ここが知りたい！看護の動向

【講師】斉藤訓子（日本看護協会 常任理事）
【日時】平成27年1月17日
（土）午後1時～ 4時
医療制度や看護政策、看護職が果たす役割について、
あらゆる経験年数の看護職の皆さんにできる限り簡潔
にわかりやすい講義内容です。どうぞ、ご参加ください。

瑞宝単光章を受章されました。おめでとうござ
います。元山梨県立北病院総看護師長（現恵信
甲府病院看護部長）小松 はるみ様
【祝賀会】日時 平成27年3月14日（土）午前11時～
場所 アピオ甲府

■ 山梨県看護協会看護管理者事業説明会
すでに昨年末から開催していますが、日程が決まりました
のでお知らせいたします。
開催日時

開催場所

中北

平成27年１月29日
（木）
14：00 山梨県看護教育研修センター

峡北

平成27年２月３日
（火）13：30 北巨摩合同庁舎

峡東

平成27年１月16日
（金）
13：30 東山梨合同庁舎

峡南

平成27年１月9日
（金）
14：00

中富総合会館

富士・東部 平成26年12月18日
（木）
13：30 大月市立中央病院
※富士・東部地区での説明会は終了しました。

看護管理者
（代表者）
の皆様のご出席を是非お願いいたしま
す。本会と地区支部の事業連携を図る教育研修事業や勤務
環境改善のための事業などについて意見交換を行い、効果
的に事業推進を図ることを目的としています。

編 集 後 記
昭和55年5月に第1号の機関誌が発行されてから34年の時
が流れ、歴代の広報委員の皆さんの思いを載せ、今回めでたく
100号の記念となる「やまなし看護協会NEWS」を発行するこ
とができました。100号を記念する表紙には、歴代の機関誌
の中からいくつかの表紙をピックアップしひとつの表紙とし
て完成させました。
100号を発行するにあたり、ご協力いただきました皆様に
は心からお礼申しあげます。また、50号より本NEWSの発
行・印刷に携わりアドバイスをいただいているクリップ様には
100号を記念して協会員の皆様に紙面から香る「ラベンダー
の香り」をプレゼントしていただきました。
今後も協会員の皆様に様々な情報を提供していけるよう、広
報委員会一同努力していきたいと思います。
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その他
1) 平成27年度改選役員・推薦委員候補者の推薦について
２) 日本看護協会長表彰・日本看護協会名誉会員の推薦について
３) 平成26年叙勲祝賀会について
報告・連絡事項
1) 平成26年度第7回理事会報告
２) 職能委員会報告（保健師、助産師、看護師）
３) 地区支部報告（中北、峡北、峡東、峡南、富士・東部）
４) 平成26年度会員状況一覧表（１１月１日現在）
５) 平成26年度重点事業推進計画推進状況
６) 平成26年度第2回四半期事業報告
７) 平成26年度第2回四半期収支計算報告書
８) 平成27年度県施策及び予算編成に対する要望事項
９) 看護講演会について
10) ゆうき訪問看護ステーション新築工事請負契約の締結について
11) 9月・10月会議報告

I N F O R M AT I O N

■平成26年秋の叙勲受章おめでとうございます

地区名

以下のとおり承認されました。

■ 看護講演会
看護制度に関する総合的な情報提供の一環として「看
護講演会」を開催します。
【目的】看護職自身のキャリアの評価・位置づけ・育成・看護
職実践能力の強化が求められている。看護職への期
待に応え、責任を果たすため学び、理解を深める。
【日時】平成27年2月7日
（土）午前10時～ 12時
【場所】山梨県看護教育研修センター
多くのご参加をお待ちしています。

■ 看護職のWＬB推進フォローアップワークショップ

【日時】平成27年2月14日
（土）午前9時30分～午後5時
看護職のＷＬＢについて共に考えてみませんか。
管理者のみならず、一般参加をお待ちしています。

Yamanashi Nursing Association
〈表紙の写真〉

⑪第83号（平成21年12月８日発行）
①創刊号（昭和55年５月20日発行）
表紙を笑顔スナップに合わせ県内の
②第20号（昭和61年８月15日発行）
風景を題材に
③第25号（昭和63年３月31日発行）
⑫第91号（平成24年５月発行）
平井とみじ先生自治大臣表彰受賞
この号より横開き、本文横組みとなり、
④第30号（平成元年12月25日発行）
題字も「やまなし看護協会ＮＥＷＳ」と
⑤第36号（平成３年12月８日発行）
してリニューアル
第４３回保健文化賞受賞特集号を発行
⑥特集号（平成９年３月31日発行）
看護協会創立50周年・看護会館設立
20周年記念特集号
⑦第50号（平成10年４月発行）
この号より完全カラー化にリニューアル
⑧第60号（平成14年１月発行）
表紙に初めて男性看護師さん登場
⑨第66号（平成16年１月発行）
この年の新年号から富士山がテーマに
〈 広 報 委員 会メンバー〉
⑩第81号（平成21年１月発行）
表紙に山梨県の祭り・イベントがテーマに 磯部沙織 小屋理恵 小林奈津美
斉藤なをみ 三枝美保 田中みや子

