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第 6回西予市おイネ賞事業表彰式。日本医師会女性医師支援シンポジウム

開催 【平成29年 11月 26日 (日 )】 のご案内について

拝啓 時下ますますご清栄のことと存じます。

平素は本会業務にご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

今般、日本医師会女性医師支援センターでは、新しい試みといたしまして、

地方自治体とのタイアップにより、標記シンポジウムを開催することとな

りました。西予市 (愛媛県)、 愛媛県医師会、日本医師会の 3者の主催によ

り、開催いたします本シンポジウムが地域における女性医師支援、医療・

健康を通 じてのまちづくり等の取 り組みを更に進める契機になればと考

えており、今後、同様の企画を検討することも想定いたしております。

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、チラシを同

封させていただきますので、貴会会員、郡市区医師会等にご周知いただき、

参加のお声がけを賜 りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、ご参加ならびに託児につきましては事前の申し込みは不要でござい

ますので、念のため申し添えます。また、シンポジウムの内容等につきま

しては、同封のチラシをご参照くださいますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴会ますますのご隆盛を祈谷申し上げます。

敬具

担当 :日 本医師会女性医師支援センター

TEL 03-3942-6512   Fax 03-3942‐ 7397
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西予市おイネ賞事業概要

シーボル トの娘「楠本イネ」は、西予市で医学を学び、日本初の女性産科

医となった。その志を受け継ぐ全国の女性医師を奨励する町の事業として

平成 24年度に創設 された。

第 1回、第 2回は女性医師、女性医学生からの作文を表彰する事業

第 3回 (平成 26年度)よ り、医療活動や研究に貢献した女性医師、これ

からの活躍が期待できる女性医学生を表彰し奨励する事業に転換。それを

機に、日本医師会として共催を開始

表彰部門は、全国女性医師部門、愛媛県女性医師部門、愛媛大学医学部女

子医学生部門の 3部門

(全国女性医師部門は、日本医師会推薦、愛媛県女性医師部門は、愛媛県

医師会推薦、愛媛大学医学部女子医学生部門は愛媛大学推薦による)
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健康寿命と輝き思考
～素敵に歳を重ねよう～

日本初の産科女医となつたシーボル ドの娘「楠本イネ」の

偉業を顕彰し、その志を継ぎ、医学研究や医療活動に活躍す
る女性を表彰・奨励することにより、現代女性の活躍推進や

地域の活性化を図ることを目的に平成24年に創設されました。

◆全国奨励賞…・1名 (日本医師会が推薦)

(全国女性医師部門)

◆地域奨励賞…。1名 (愛媛県医師会が推薦)

(愛媛県女性医師部門)

◆医学生奨励賞"・ 1名 (愛媛大学医学部が推薦)

(愛媛大学医学生部門)

目
参議院議員
東海大学医学部医学科客員准教授

自見はなこ(じみはなこ)先生
小児琴ヽ1専門医・認定内科医

東京大学医学部附属病院、虎の問病院小児科勤務を

経て、2016年参議院議員に当選。「笑顔・子育て・医

療と介護でまちづくり」をスローガンのひとつとし、「女

性医療職エンパワメント推進議員連盟」の設立に参

画。医療の分野における女性の活躍の実現及び良質か

つ適切な医療提供の確保によるまちづくりに向け活

発に活動中。一方、母子愛着形成期における子育て支

援の環境整備に向け、成育基本法の成立に注力。

西予市宇和文化会館
12:15～ 開場
13:00～ 表彰式
14:00～  シンポジウム

「読書をするイネ」
大洲市立博物館所蔵

⑩ 第6回 西予市おイネ賞事業表彰式
0日 本医師会 女性医師支援シンポジウム

～もっと素敵な西予市へ～

座長 :日 本医師会 常任理事 今 本寸定 臣

女性医療職の輝 く明日ヘ

～地域の健康をめざして～

海原 純子のみはらじゅん0先生
ハーバー ド大学・客員研究員、厚生労働省健康大使な

どを歴任。心療内科医として全国で講演活動を行うと

ともに、2013年 11月 ～2014年 3月 まで復興庁

「心の健康サポート事業」の統括責任者として東北各

地で活動。校災地の調査論文で平成28年度日本ストレ

ス学会・学会貧を受賞。「今日一日がちいさな一生」(あ

さ出版 )「男はなぜこんなに苦しいのか」(朝 日新闘出

版)「幸福力・幸せを生み出す方法」(潮 出版社)な ど、著

書多数。

■亀
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座長 :愛媛県医師会 会長 久 野 梧 農Б

― 安心して暮らせる地域づくり
パネリスト 管家 ―夫

海原 純子
自見はなこ

主催/愛媛県西予市

公益社固法人 日本医師会
一般社団法人愛媛県医師会

後援/愛媛大学医学部・ドイツシーボルト協会
厚生労働省 。西予市医師会
愛媛新聞社・NHK松山放送局 。南海放送
テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ

(順不同)

日本医師会 女性医師支援センター

TEL 0 3-3942-6512

ての対談

西予市長
日本医科大学特任教授

心療内科医

参議院議員

東海大学医学部医学科客員准教授

愛媛県医師会 常任理事

西予市医師会 会長

今井 淳子
井関 満永

会

雷記蕗r羞払猜浣訂男女共同政策室ぜ―

入場無料 託児あり

パネルディスカッション・意見交換

鰈ブ  患 沖́″ 渇4と ‐二網 多f翼鈍 と >ふ_・i/Чp.体 当



標高差 Om～ 1′400mのまち

せ い よ

憂媛県西予市
固国西予ジオ′ヾ―r7

四国の西部に位置する愛媛県西予市は、海抜

Om～ 1′400mの地形・地質の多様性に恵まれ、

みかんをはじめ魚介類・果実 。子L製品 。肉類

など多くの特産品があります。また、豊かな

自然と人々の生活文化や歴史が評価され、市

内全域が「四国西予ジオパーク」として認定

されました。
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納税

目禾uきした、ふるさとからの贈り物。

ふるさと納税の
お申し込みはこちら→ 瓢

h 望 瑠
の魅力

西予市の頂上 (大野ケ原)は、日本三大

カルス トのひとつである四国カルス トに

位置し、四国でも有数の酪農地帯。市内

で作られるベーコンやハム、チーズの味

の魅力 は濃厚で、ワインとの相性は抜群。 の魅力

■西予市アクセスMAP

肱川源流の近くに形成されている宇和盆

地や河岸段丘地形には多くの遺跡や古墳

が存在。標高 200mの盆地でとれる良質

なお米は香り。色つやもよく最高の逸品。

■会場案内図

リアス式海岸が美しく、良好な漁場であ

り、魚の養殖も盛ん。

獲れる魚は旨味が濃厚で、お酒も進む。

また、太陽の光が海面で反射する段々畑

は、日本有数の梢橘の産地でもある。
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宇和球場

宇和高校

● ●

●企● ショッパ ズ宇和文化会館

～ 、

★★松山ICよ り車で約60分




