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埼玉県看護連盟 会長

竹内 良子

会員の皆さまには、平素より埼玉県看護連盟の活動をご支援いただき、心より感謝申し上げます。
コロナ禍の中開催された、東京2020オリンピック、パラリンピックが閉幕致しました。開催に対しては
賛否両論ありましたが、アスリート達の、特にパラリンピックの選手たちの闘う姿は、様々な制約の中だ
からこそ私たちに大きな感動を与えてくれました。
国連の発表では、世界人口の15％が何らかの障害をもって暮らしているといいます。
今回のパラリンピックが、共生社会の進展に寄与してくれることを確信致しました。
看護連盟のスローガンは「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」です。
医療職としてのコロナとの闘いを、アスリートたちの闘う姿を、後世に伝えていきたいものですね。
会員の皆さまのご支援ご協力をお願い申し上げます。

看護の心を、
みんなの心に

（

会員数…………… ３,７９５人
保健師 ……… ８１人
看護師 …… 3,533人
学生 …………… 0人
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助産師 ………145人
准看護師 …… 36人
（2021年9月17日現在）
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ごあいさつ
日本看護連盟 会長

大島 敏子

その後、ワクチン接種は進んでいますでしょうか？
四次緊急事態宣言が発令され、病院や施設の多忙さは改善されませんが、集団免疫獲得と再度の看護職への慰労金の支
給を目指しています。
先日、埼玉県選出の山口泰明議員（選挙対策委員長）に、竹内会長と一緒に次期選挙対策の要望に行ってまいりました。
このように本部と都道府県連盟は、折に触れ地元選出議員との繋がりを活用させていただきながら目標達成を図っています。
さて、日本看護連盟のミッションであります第26回参議院議員選挙候補予定者の人選ですが、推薦委員会は全会一致で新人候補に決定し、₅
月の中央役員会に報告、総会で皆様のご承認をいただくべく準備を進めていますが、諸般の事情から、総会開催を延期しております。
今は目前に迫る衆議院選挙に、看護職を応援する国会議員の勝利に向け、連盟の力を結集してまいりたいと思います。
私たちの目標は一つ、看護協会が推進する看護政策の実現です。私たちの政策提言は、直接現場の看護に直結します。看護連盟のスローガ
ンである、
“届けよう看護の声を、私たちの未来へ！”に向かって、力強く進んで参りましょう！

日本看護連盟 幹事長

和田 幸恵

『コロナ禍における政治活動と看護連盟の役割』
終わりの見えない敵と戦う臨床現場の看護職にとって、私たちは何をすれば仲間の役に立てるのか？自問する毎日が続
いています。昨年の今頃、看護連盟・協会・看護職議員とともに防護衣や慰労金の獲得に奔走し、今年に入ってはワクチ
ンの打ち手の確保や訪問看護の診療報酬アップにも取り組んできました。しかし看護連盟の存在意義は、看護職を国政に
送り出し、期待する政策を実現することにあります。
まず、直近に迫った衆議院選挙では、埼玉県看護連盟の組織力を駆使して「看護職に理解のある国会議員」をしっかり応援すること。看護政
策実現は看護職議員だけではできません。多くの国会議員の理解と支援、協力と連携が不可欠だからです。
さらにコロナ禍で学んだことは「リアル（対面、施設訪問など）活動」ができないことを言い訳にしない。私たちはZOOMという強い味方を
手に入れました。オンライン研修、お昼休みのミニ講座、SNSを駆使した情報共有を確実に進めていくことが重要です。とりわけLINEアンフィ
ニに会員が登録しているか、地区支部長、施設支部長は丁寧な確認をお願いします。
看護職で弁護士の日本看護協会参与・友納理緒（とものう りお）さんは、コロナ禍の課題として、誹謗中傷、ハラスメント、労災問題、タス
クシフトなどを挙げ、看護職を守る対策や法整備の必要性を訴えています。第26回参議院選挙（2022年）を見据え、いまできることを着実にしっ
かりとやっていく！勝利に向かって頑張りましょう！

公益社団法人 埼玉県看護協会 会長

松田 久美子

処暑が過ぎても暑い日々が続きます。連盟会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
皆様方には看護協会の事業推進にあたり多くのご支援・ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。会長として₂期目の選
任をいただき、さらに精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
₈月₃日、埼玉県看護連盟・看護協会の共催研修を行いました。感染状況に鑑みてオンライン研修となりましたが、看
護師・保健師としての勤務経験に加え、弁護士として10年のキャリアを積まれた友納理緒氏の講演は、臨場感に溢れた
有意義な時間となりました。事例を豊富に取り上げられ、しっかりと法に裏付けられた内容は期待を超えるものでした。事後アンケートには、
次の企画を熱望するものや自施設の研修に招聘したい等多くの声が寄せられ、共催研修の目的が達成できた手応えを得ました。ご参加いただ
いた皆様に感謝申し上げます。
いまだ収束の見えないコロナ禍です。お困りの際はぜひ看護協会にもご相談ください。看護職の心の相談室「あじさいルーム」や「感染症
予防対策相談」もご活用ください。手を携えて「看護の底力」を発揮して進んでまいりましょう。

衆議院議員

あべ 俊子

仲秋の候、皆様ますますご健勝のことと存じます。皆さまのご協力の下、ワクチン接種も若年層にまで進んでまいりま
した。感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症により、既存の医療体制、看護師の業務環境が抱える課題はより明
確になりました。例えば、休憩室や更衣室に十分なスペースが確保されていないなど、構造上の問題があります。これに
は、十分な広さの職員の休憩室や、感染症ゾーニングを含むガイドライン策定を関係省庁に提案しているところです。ま
た新型コロナ患者受け入れには看護師確保が最優先課題です。看護師の皆さまが、ご自身や家族への感染のリスクと一緒
に業務していただいていることに感謝しながら、手当金の確保に関し、自治体を巻き込みながら取り組んでいく所存です。
国会閉会後は地元にもどり、地域の方からご意見をいただいて参りました。新型コロナウイルス対策だけでなく、氏制度の在り方、LGBT、
持続可能な年金制度など様々な課題に対して、時にはお叱りや厳しいご意見もいただきます。コロナ対応を進めながら社会全体を俯瞰し、コ
ロナを受け入れた日常を構築する必要があります。
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衆議員議員・総務大臣政務官

木村 やよい

現場で大変な思いをして地域の医療と健康福祉をお守りくださっている看護職の仲間たちを誇りに思います。
私は2014年12月に政界へお送りいただき、看護政策を軸に女性、子ども、立場の弱い人たちの声なき声を大切に、光の
当たらぬところに暖かな光を当てるべく取り組んでまいりました。今年で₇年目となりますが、看護と看護職の皆さまの
ために議員バッジをつけて仕事をさせてもらっているとの思いを忘れたことはありません。
コロナ禍は、これまで硬直化していたものが大きく動く契機にもなりました。デジタル化、感染症対策がまさにそうで
す。多様で柔軟性のある働き方も加速しました。
速やかに皆さまの健康と安心を取り戻し、看護職が疲弊せずいきいきと働き続けられる環境づくりに力を尽くしてまいります。
誰もがより健康で活躍できる社会へ。
「コロナの後のほうが日本は良くなった」と実感できる日本を築いてまいります。
看護師・保健師出身の国会議員として、皆さまの健康を守りぬけるよう、皆さまのお役に立てるようがんばります。引き続き、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

自民党政務調査会・副会長、新型コロナ対策本部・副本部長、参議院議員

たかがい 恵美子

埼玉県看護連盟の皆様、日頃より心温まる御支援をいただきまして誠にありがとうございます。また、いのちの現場
で御尽力いただいております皆様とご家族の皆様に、心から感謝を申し上げます。
皆様のご支援のもと、国政での活動もお陰様で11年となりました。現在は政務調査会の副会長として厚生労働及び文
教科学・スポーツ・文化政策の立案に携わる他、新型コロナ対策本部、規制緩和・行改推進本部でそれぞれ副本部長を
務めさせていただいております。また参議院自民党では政策審議会の副会長として、
人生100年時代に相応しい政策ビジョ
ンの構築や国内各地における感染制御策に注力しております。これからも皆様とともに全力で看護政策の結果をだしていきたいと思います。

石田 昌宏

参議院議員

埼玉県看護連盟のみなさま、日頃よりご支援を賜りありがとうございます。
新型コロナウイルス（以下コロナ）は収束には至っていませんが、徐々にワクチンの接種が広がり、新たなフェーズ
へと移行しつつあります。コロナ対策を続けつつ、
コロナ前の当たり前の日常を取り戻せるよう前に進んでいきましょう。
今年もこれまでコロナへの対応に奔走する日々を送っています。現場の声を受け、医療・介護従事者が業務でコロナ
に感染した場合、労災給付の対象となることや、ワクチンの優先接種では、当初対象になかった訪問看護師や助産所の
従事者、実習を行う看護学生等を加えられました。
筆頭理事を務める厚生労働委員会では、今年１月からの通常国会において、９本の法案が可決されました。男性にも育児休業の義務化を求
める「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」をはじめ、今後の
国民生活に直結する法案を多く審議しました。
日本で初めてコロナが発見されてから、常に最前線で不安と戦いながら国民の支えとなっているのは看護師です。１人１人のご活躍に敬意
を払うと共に、現場で今起きていること、困っていることなど、皆様の声をお聞かせください。国に対し、皆様の声を届け、現場の皆様がよ
り良い看護ができるよう、訴え続けていきます。

さいたま市議会議員

いながわ さとみ

埼玉県看護連盟の皆様には平素より、多大なご支援を賜り、誠にありがとうございます。
看護職の皆様には日夜、出口が見えない状況の中、懸命に看護にご尽力を続けてくださっていることに心から感謝申
し上げます。現在の助けられる命を助けることが困難になっている医療の逼迫状況は臨床の皆様にとって精神的に大き
なダメージを与えていることと心を痛めています。
埼玉県看護連盟の皆様からの現場の切実な声は積極的に国や埼玉県、各自治体に発信していただき、慰労金や防護具
の配布など全国的な支援に結びついています。また、医療従事者に対する差別や中傷の根絶も形になってきたと感じています。
ワクチン接種事業に関して予想以上の潜在看護師の方からご協力の申し出があったことは大変心強く感じています。今後ワクチン接種の促
進や在宅療養者への支援など看護職の力がさらに必要になってきております。皆様のお力を賜りますようお願い申し上げますとともに、私も
行政への働きかけを一層強め、最大の危機を乗り越える一助となるように頑張ってまいります。

蕨市議会議員

大石 圭子

走る保健師は議員です
「走る保健師」
、私のキャッチーネームです。その理由は、私の趣味がマラソンということ。42回のフルマラソン完走経
験で、₂回の選挙期間中とも選挙カーの前を走りました。58歳で立候補したのは、市保健センターで20年間新生児訪問を
していて、産後のママたちへの支援不足を強く思ったからです。変えるには政治だ ！ と。保健師という職業を知らない
方も多く、保険関係の仕事と間違える方もいましたが、このコロナ禍で保健所とセットでしっかり市民権を得ています。
私は、虎の門病院をスタートに保健所、市保健センター、東京都北区役所、大学などいろいろな職場で働き、長年地域で様々なボランティ
ア活動も続けています。その全てが今の議員活動につながっています。
保健師は、生まれる前の赤ちゃんから高齢者までを対象とします。議員も市民のために働きます。今年の３月議会後、蕨市議会の超党派の
女性議員₆名で生理用品の配布を中心とした女性支援の要望書を市長提出しました。議員同士の連帯感を高め、一人の看護職議員としては自
分の専門性を市民のために活かせたら幸いです。
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2021年度

埼玉県看護連盟通常総会報告

2021年度埼玉県看護連盟通常総会は、新型コロナウイルス感染症による感染リスクを避けるため、埼玉県
看護連盟新旧役員による縮小開催と致しました。昨年が書面決議による総会でしたので、縮小とはいえ₂年
ぶりにご来賓をお迎えし、通常の形式に則って開催できました。
日

時 2021年6月26日（土）13時～15時

会

場 ラフレさいたま欅の間

方

法 感染のリスクを避けるため、埼玉県看護連盟新旧役員による縮小開催

参加者 出席役員・会員51名

委任状3180名

合計3231名

2021年5月27日現在の会員数は3592名のため、総会は成立致しました。
［埼玉県看護連盟規約第22条（定足数）

：総会は役員の₂分の₁以上及び正会員・特別会員の₂分の
₁以上の出席をもって成立する（委任状を含む）］

内

容
《審議事項》

《報告事項》
活動報告

第₁号議案：2021年度

スローガン（案）

2020年度

日本看護連盟

2020年度

埼玉県看護連盟通常総会報告

第₂号議案：2021年度埼玉県看護連盟

活動計画（案）

2020年度

埼玉県看護連盟活動報告

第₃号議案：2021年度埼玉県看護連盟

予算（案）

2020年度

決算報告

第₄号議案：第26回参議院議員選挙対策（案）：

2020年度

監査報告

<日本看護連盟総会が延期されているが、日本看護連盟
総会で決定する組織内候補者を支援する>

《審査結果》

第₅号議案：埼玉県看護連盟県役員・支部役員の選出及び2022

審議事項は全て承認されました。

総会終了後

感謝状授与

来賓者への挨拶
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年度日本看護連盟代議員の選出について（案）

埼玉県看護連盟 新任・退任のごあいさつ
新
副会長

任

多田 則子

令和3年連盟総会において副会長の任を受けました。
長年連盟会員ではありましたが、改めて活動参加について考えると積極的参加をしていなかったように思います。多くの方が連盟
に興味を持ち積極的参加ができるような連盟活動ができればと考えております。
コロナ禍の収束も先が見えない状況下において保健・医療・介護の現場では類を見ない非常事態が続き大変な時であります。会
員の皆様をはじめ看護職能団体としてできることは何かを問い続けながら、少しでも 連盟活動が役に立てるようでありたいと切に思
います。そして、皆様の日ごろの看護活動の評価がより一層高い評価を得られるよう皆様と協力をして活動していきたいと思っています。どうぞよろし
くお願いいたします。

第 1 支部支部長

松本 千恵子

第 7 支部支部長

本年度より、埼玉県看護連盟第1支部支部長を務め
させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
6月26日埼玉県看護連盟の総会に出席させていただき、
コロナ禍で縮小ではありましたが、日本看護連盟大島会
長、埼玉県看護連盟竹内会長からのお話を伺い、責任
の重さを痛感し、身の引き締まる思いでした。
日本看護連盟の2021年度スローガンは「届けよう看護の声を！私た
ちの未来へ」です。このスローガンに沿って会員の皆様のご意見に耳を
傾けて、埼玉県看護連盟の活動が円滑に進みますよう、微力ながら努力
してまいります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動が大変難しいですが、感染
対策に充分気をつけながら、行っていきたいと思います。
いままでと変わらぬご理解とご協力をいただけますよう、どうぞ宜しく
お願いいたします。

第 2 支部支部長

荒井 清美

第 7 支部幹事長

今年度、第２支部の支部長を拝命しました荒井清美
です。
昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大に伴い生活
のすべてが一変し、今も制約があり、大変な思いをしな
がら仕事をしていることと思います。この先もまだまだど
うなるかわからない状況が続いています。支部長として看護連盟の支部
内への活動もできていない現状にあります。しかし、制約がある中で何が
できるか、皆で知恵を絞りながらこの困難の時期を乗り越えていきたいと
考えています。第２支部の皆様、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

退
元副会長

青木 かおり

このたび、第7支部長を拝命いたしました青木かおり
です。
なぜ 私が 看 護 連 盟の支 部 長なんて受けてるのかし
ら？…。大丈夫かしら？…。
と、誰しもが感じていることと思います。
支部の皆様も、県の役員の方々も不安でいっぱいだと思いますが、私
自身も役割を果たすことができるのか非常に心配です…。
しかし、前任者の原支部長、新任の岡野幹事長をはじめ、支部役員
そして会員の皆様とはもちろん、地域の議員との結束はどこの支部よりも
強いと思っています。
ネットワークを最大の武器とし、看護連盟をより身近なものとして感じ
られるように取り組んでいきたいと思います。皆様の力をお借りしながら、
看護の未来が明るく楽しい世界へと広がるように一生懸命頑張ります。
ご指導ご支援よろしくお願いいたします。

岡野 直美

第7支部 幹事長を拝命しました岡野直美です。
右も左もわからない状況で不安ばかりですが、非常に
強い地域とのネットワークを持った前幹事長でもある青
木支部長のもと、役割を果たせるよう、頑張ります。
昨年度から続くCOVID-19感染症の流行は続いてお
り、収束の気配は見えておりません。そのような状況の中で勤務を続け
ている看護職の現場の声を届けられるように尽力いたします。
看護職の働く環境がより良いものとなり、看護の未来が明るいものと
なるよう、議員・役員の方々に感謝しつつ、その活動の一助となるよう
取り組んでいきたいと思います。
皆様にはご指導ご支援賜りますようお願い申し上げます。

任

塚田 忠子

私は、平成24年に看護連盟副会長に任命され９年間在籍しました。未熟な点や至らなかった点が多々あったと思いますが、親切
にサポートいただき感謝しています。
看護連盟の大きな目的は「看護協会と連携し目的達成に必要な政治活動を行うこと」それには一人でも多くの看護職を国会にあ
げることが必要です。そのための運動、病院挨拶回りで、連盟の目的を真剣に話し入会につなげたこと、他国会議員への支援など、
貴重な経験と、喜びで、大変勉強になりました。また議員との交流会では、「埼玉看護連盟です！」と挨拶で、以前にもまして連盟
の存在感、影響力が大きくなったことを感じました。
会員一人ひとりの力は弱い。組織で動くと国や、県への要望が取り上げられ、叶えられます。
役員の仕事は終わりましたが、これからも微力ながら入会を勧めるよう活動を続けて行きたいと思います。
マスクの中でも、「息」は「生きる」に通じ、さらに「活きる」につながります。今後も連盟は活き、活きと活躍されることを期待しております。
私を成長させてくれた埼玉県看護連盟、そして会長をはじめ役員の皆さんに改めて感謝いたします。ありがとうございました。

元第 1 支部 支部長

磯部 幸子

この度、埼玉県看護連盟第１支部の支部長を退任い
たしました。
新任当時は看護連盟活動を十分に理解しておらず、行
動していくうちに大変な役割を引き受けてしまったと躊躇
したことを思い出します。会長はじめ県役員の方々のご
指導、他支部役員の皆様の協力や情報提供などに助けられながら努める
ことができました。活動を通して政治・政策に対し無知であることを痛感
する中、その過程で多くの学びを得たこと、たくさんの方々に出会えたこ
とは貴重な時間でした。大変な中にも楽しさもありました。これまでの支
部役員、支部施設、支部会員の皆様のご理解とご協力、ご支援に対しま
して心より感謝申し上げます。今後はコロナ収束を願いながら一会員とし
て協力していきたいと思います。9年間ありがとうございました。

元第 2 支部 支部長

飯島 幸江

この度は多くの方々にご支援ご協力いただきながら、
任期を無事に終えることができました。連盟の活動には
幹事長・支部長として10年間携わらせていただきまし
た。在任中は、訪問施設の方々に温かく迎えていただき
とても感謝しております。また選挙で得票数を獲得する
難しさや看護師議員の役割と活動を知り、益々看護職能団体には連盟が
必要であることを認識しました。
新型コロナがまだまだ猛威を振るっている中、臨床現場では問題が山
積と思いますが、看護職一丸となり「看護の力」を発揮し、この局面を
乗り越えましょう。この10年間皆様と協力しあった時間は素晴らしい経
験になりました。今後も埼玉県看護連盟を応援していきます。ありがとう
ございました。
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埼玉県看護協会・埼玉県看護連盟 共催研修報告
日

時：2021年₈月₃日（火）14：00～16：00

場

所：埼玉県看護協会研修センター ₂階

講

師：友納 理緒

看護協会参与

テーマ；看 護管理者が押さえておくべき看護記録
と法的責任
対象者：看護管理者
参加者：リモート参加

192名

看護業務には行った証として記録が必須となります。
事故発生時の記録の重要性については、一人ひとりの看
護師がしっかり学んでおきたい事ですね。
今回は、看護記録の意義について、弁護士である専門
職から法的責任について。記録の書き方のポイント。看
護管理の責務について講義いただきました。
参加者からは、実例をあげて講義いただき大変興味深
く受けられた。とか臨床で参考になる内容ばかりで、非
常に勉強になりましたと多くの方から今後に活かせる内
容の研修であったという声をいただきました。

看護記録については、継続して学びつつ、お手元にブックレット「ナー
スのための法律相談・判例解説」を置いて、繰り返し参考本として活用
をお勧めいたします。

埼玉県看護連盟広報誌 クイズ
2021年の大河ドラマの主役に選ばれ、2024年には新
一万円札の肖像にもなることで再度注目が集まっている渋
沢栄一。約500社の企業の設立に関わり、
「資本主義の父」
と呼ばれた彼の出身地、埼玉県深谷市にある渋沢栄一ゆか
りの地には多くの人が訪れています。
さて今回は
「深谷駅北口前の隠れた名物は何？」
のクイズ
３ 択です。
❶ ふっかちゃんの銅像

応募はホームページから

❷ 渋沢栄一からくり時計
❸深
 谷ねぎをモチーフにしたバス停
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information
マスクが離せない日々、口臭も気になり
ませんか。口臭予防効果のある飴玉を会
員の皆様へ送らせていただきました。
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平山 和枝 支部長

新藤 幹子 幹事長

岸 由紀子 幹事長

■第９支部

清水 京子 支部長

■第10支部

反町 かおり 支部長

■第６支部

秩父市

本庄市

小川町

西川 紀子 支部長

■第8支部

飯能市

川越市

志木市
朝霞市
新座市 和光市

青木 かおり 支部長

■第7支部

三芳町
所沢市

熊崎 聡美 幹事長

入間市

岡野 直美 幹事長

佐藤 孝洋 支部長

■第5支部

草加市 三郷市
八潮市

芦野 道子 幹事長

久保 典子 幹事長

上田 幹子 支部長

吉川市

松伏町

越谷市

春日部市

杉戸町
宮代町

■第4支部

安部 芳江 支部長 安良岡 幸子 幹事長

幸手市

川口市
蕨市
戸田市

さいたま市

伊奈町 蓮田市

白岡市

久喜市

加須市

上尾市

ふじみ野市
狭山市
富士見市

鶴ヶ島市

川島町

桶川市

北本市

鴻巣市

羽生市

■第3支部

伴野 輝子 支部長 新井 能里子 幹事長

十文字 敦子 支部長

竹中 証 幹事長

■OB支部

■第11支部

行田市

吉見町

坂戸市

東松山市

日高市

毛呂山町

越生町

熊谷市

滑川町
嵐山町

深谷市

ときがわ町
鳩山町

東秩父村

寄居町

美里町

横瀬町

皆野町

長瀞町

神川町

上里町

松本 千恵子 支部長 葛西 妙子 幹事長

荒井 清美 支部長 安田 多美子 幹事長

■第2支部

小鹿野町

井桁 良美 幹事長

■第1支部

埼玉県看護連盟支部紹介

須﨑 香織 監事

長田 佳予子 幹事

真々田 美穂 幹事

高橋 リサ子 幹事

多田 則子 副会長

竹内 良子 会長

佐藤 澄子 顧問

井口 かほる 監事

倉持 恭子 幹事

宇田川 洋子 幹事

瀬山 澄江 幹事長

福田 かよ子 副会長

■埼玉県看護連盟役員

発行所：埼玉県看護連盟

お知らせ
日

時

内

容

場

所

リーダー研修Ⅰ
2021年
「ナラティブ・アプローチ
10月29日
（金）
語りが未来を創る」

オンライン研修 ZOOM
定員200名

2021年
OB支部合同研修会
（月） 「人生設計の再検討」
11月15日

ラフレさいたま
欅の間

「会員変更届」
を
お忘れなく

〒331-0078 さいたま市西区西大宮三丁目3番地 埼玉県看護協会研修センター内 TEL 048-625-7002
発行責任者 竹内 良子 ／ 印刷所 株式会社アサヒコミュニケーションズ TEL 048-541-5152

事務局より
姓の変更・転居・施設異動など、
登録情報に変更があった場合は
「会員変更届」の提出をお願いい
たします。用紙は連盟ホームペー
ジよりダウンロードできます。

編集後記
令和２年度に続き、今年度も新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、活動の自粛が余儀なくされております。研修会もオンラインで
の開催となり、会員の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。
新型コロナは私たちの生活を一変させました。3密を避けるため
外出自粛を要請され、テレワークやオンライン会議・授業が急速に
普及し、ポストコロナにおいてもこれらは定着するのではないかと
思われます。慣れない・わからないでは済まなくなりそうですね。
（広報担当幹事 宇田川洋子）

FAX 048-625-7003

〜 お気軽にお問い合わせください 〜

東洋羽毛は睡眠セミナー講師を、無料で派遣いたします。
この印刷物は
環境にやさしい
「植物油インキ」
を使用しています。
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https：//www.kango-saitama.jp/

埼玉営業所 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮 963-3

0120 - 223062

