日記 ’06-8月
（2006）

8月

○環境廃棄物対策特別委員会
①葛城市の残土処分場が無許可で行われており雨で土砂が崩れ落
ちている問題について質問、県は厳重に対処すると答弁。
②ヤマトハイミールに対し、奈良市が平成元年の下水道施設ができ
た時から料金を請求していなかった問題について、件の下水道に接
続されており,県は処理していながら、料金をもらっていないとすれば
問題であり、さかのぼっても徴収すべきではないか、と質問。県として
は、奈良市に調査中であり。件の下水に入っていることになれば５年
間さかのぼって徴収できると答弁。
③奈良の景観でいいと思うところを公募してもらう新規事業。昨年私
が提案しましたが現在の公募件数について質問３０件とのこと、もっと
間伐材センター
知ってもらうようにしていきたいとのこと
○アスベストの建築物の解体時の民間パトロール、７８０万円で民間
業者に委託。
8/31 木

8/30 水

8/29 火

8/28 月

○なら交通より、乗車拒否のことで報告あり。運転手さんがよく覚えて
いたが、バスを止める市とずれていたので車を動かすので今は乗れ
ないと手で罰点のサインをしたのが誤解されてしまったとのこと、今後
はマイクで言葉を言うように改めるとのこと。
○生活保護の申請日について確認、まだ申請していないことが判明 アニマルパーク
それにもかかわらず主治医に病状を聞きに行くことを承諾してもらっ
ているとのこと。受診抑制がここにも現れていました。
○環境廃棄物対策特別委員会の県外視察
環境税を使って東海自然歩道の横の山で木が生い茂っているとこ
ろを伐採するとのこと。道の上の山は、すでに伐採されて日差しも入
っていましたが下のほうは暗くて雑草が生い茂っていました。
御杖村間伐センター、間伐材が1立方メートル7000円とのこと。直径
10センチで3メートルの木で260円と聞いてびっくりしました。
アニマルパークで牛糞などからメタンガスで電気を起こすシステムを 東海自然歩道
みてきました、ごみ０の実験です。
○北葛城うたごえ喫茶実行委員会。広陵町で10月28日行います、テ
ーマは九をうたう、坂本九特集です。楽しいものにしたいと思います。
○五位堂駅早朝宣伝
○２０億裁判ラウンジ法定傍聴
最終弁論が１１月１５日になりました。
○砂防課と打ち合わせ
○廃棄物対策課
桜井土木に水害問題で現地視察を要望
○下水道問題
デジカメの電池切れで
○午後から、田中美智子議員と御所の水平社博物館で行われている した
山田孝野次郎の生涯を村上議員の案内で見に行ってきました。
16歳で全国水平社大会に参加、壇上で演説している写真は教科書に
使われています。
○生活相談・・・・生活保護について相談あり
施設入所ができたと連絡がありました。遠距離のため泊り込みの介
護をされていました、ほっとしました。
○王寺駅早朝宣伝
○２０億問題の資料
○環境委員会打ち合わせ
○各派連絡会 医大の壁問題
○建設委員会を受けての会議。
私は厚生委員会では議案で出されていたら否決されていたものだっ
たと主張しました。
○県債の利率について説明を受けました
○生活相談・・・昨日なら交通のバス、電動車椅子の障害者が乗車拒
否されたとのこと。なら交通に申し入れ、調査して報告するとのこと。
○河合町赤旗拡大、日曜版６部増えました。
○佐味田駅早朝宣伝、中馬議員と

アナゴの卵まきなすと
ピーマンの肉味噌いた
め、ちくわのきゅうり詰
め
ウインナ。しし唐のお
かかに，うるめ，梅肉、
ごま塩

○奈良県の同和行政についてまとめ
○弁護団会議

8/27 日

○生活相談１件・・・・ホームレスの生活保護の適用について
○下北山村まで入党のお誘いに言ってきましたが、入院中でお会い
できませんでした日曜版１部。
ごみの有料化や、水道料の値上げ介護保険が厳しくなってきている
ようです。
○大滝ダム問題で国土研の自主調査報告会。
国土交通省のやり方が信頼できない、ダム本体は硬い地層に作ら
れているがダム湖がやわらかい地層、このような地形はまれに見る
地形である。。現在の地すべり対策は不十分。すべる力と、止める力
のバランスが１．０１と言うのは宅地造成でも地すべり地域は１．２に
なっている。まして。水をためるところでもありしっかり行う必要がある
地すべり対策を完璧にしないとダムとして使わなかったとしても伊勢
湾台風並みの雨量があれば満水状態になる。
石灰岩の空洞ができやすい地質であることは想定もされていない。
満水で地すべりになった場合には５立方メートルの水がダム湖から
あふれ、下流域の被害は甚大。ダムが使えなかった場合の治水対策 大滝ダムの川下になる
についても調査が行われていて、堤防で固めるのではなく遊水地のと 吉野川
ころは低い堤防にして水を流していく．河床を掘り下げる。さまざまな
分野の研究者の方の報告はとても興味深いものでした。
○お通夜、肺がんで３ヶ月でお亡くなりになりました。７５歳の方です
心からご冥福をお祈りいたします。
○広陵民報ビラまき
アーよく働きました。ご苦労様
ページトップへ

8/26 土

○奈良県の同和行政について学習
○王寺幡野町議と宣伝４箇所、ポスターお願い、予約を取り付けまし
た、挨拶、古い地域にマンションが増えてきて町内の規律もできなくな
っているとのこと。
○新入党員学習、７人が参加してくれました
○三郷町９条の会祭り
○赤旗配達、集金、ビラ配布
○生活相談・・・・朝からしんどい昨日から何も食べていないとと言う
相談がありました。医療機関に連絡。
この間の暑さで脱水症を起こしていたようです。１０日間も便秘が続い
ていたとのこと，をしないで持ち帰ったとのことで、訪問、娘さんにして
いただきました。すっきりして食事も食べられたと言うことです。この暑
さでは本当に大変です。

玉子焼き、から揚げウ
インナ、ピーマンとちく
わの炒め物、きゅうり
の酢の物。高野豆腐
のたまごとじ

○生活相談・・・・生活費が大変とのこと、息子さんが病気で働けなく
なり親の年金で生活。
○友の会の申し入れ案の検討
○平城遷都１３００年対策会議、世界遺産会議の報告を受けました、
日本の常識は世界の常識とかけ離れていること。ドイツでは、ケルン
大聖堂の周辺の開発が進み浣腸世界遺産リストからはずされる危険
がでていることなど報告されました。
8/25

金
○20億円事務局会議
１０月５日の最終弁論に向けてビラを作成して配布することの相談、
各地で同和不正が明るみにでてきています。
鈴虫をもらいました、ハルちゃんにもって帰りました。

8/24 木

○畠田駅前早朝宣伝 金田議員と
○県議団会議
○下水道のことで調査
○医大の精神医療センターの開札録請求
○生活相談・・・・重度障害者の人の転居に伴い住宅改修が必要だが
障害者の日常生活支援では２０万円までしか出なく、入り口のドアの
改修ができないとのこと、生活保護の運用について相談。
○河合町への要望書、中馬議員と協議
○20億裁判の件
みっチャンの宅急便を読んでいただいた方が、字の変換ミスをメー
ルで連絡してくれました。返事を書いたのはいいのですが、他の人も
変換ミスをわかってくれたらいいのですが・・・としたはずが墓の人もと
なっていてずいぶんそそっかしい人ですねと言われてしまいました。

玉子焼き、鳥のハーブ
焼き。茹でアスパラ、
煮物、ジャガイモ、人
参、大根、こんにゃくご
ぼう天プチトマト

玉子焼き、塩じゃけマ
ーボーナス．雑魚ピー
マン、切干大根。梅
干。ごま昆布

8/23 水

○各派代表者会議 意見書のことで議論に全会一致の原則が共産
党が反対のものでもあげてくるときがあり、其の場合に簡易採決の方
法しかないので態度を明確にする場がなく現在は議場から退場とな
っているので、賛否をとるようにしてほしいと要望。意見書調整会議で
検討してもらうことになりました。
○議会運営委員会
○各派代表者会議
医大の壁の塗り替え問題 建設委員会が２９日に行われるが２５日
に入札することで議会軽視ではないのか、が議論に、談合情報も入っ
ているので其の関係で遅らせるとのことで問題に。
○臨時厚生委員会 すぐ休憩
○各派代表者会議
県では議会の議論を見てから入札を遅らせるとのことで出納長より
報告あり。
○厚生委員会
この間の詳しい経過が資料で出され議論に
2400万円のお金を医大の特別会計から出すと言うことで質問。
360億の予算、建設をしているので予定価格よりも安くなっておりさら
にそこから下がった分で浮いたお金を使うとのこと、現在320万がある
とのことで、今後まだ工事をしているので2400万を工面すると言うとん
でもない皮算用が明らかになりました。

金平ゴボウ、春雨の中
華風サラダ。ピーマン
肉詰め、玉子焼き、煮
豆
梅干、ゴマ昆布

県民の声はせっかくできたばかりの施設を塗り替えるのは無駄との
声が多く、早く施設を開所してほしいと思っており、入札は止めてオー
プンすべき。
数ヶ月かけてきめたことが、一部の差別だとする声ですぐに変わって
しまうことは問題職員のやる気をそぐことになり、チーム医療で行う医
療にも支障が出るのではないかと意見を述べました。８人の委員のう
ち５人は反対との意見でした。

8/22 火

8/21 月

8/20 日

○生活相談２件・・・・アルコール依存症。入院施設のこと。
病気で働けず生活保護を受けている人に町内の清掃にでられない
場合の5000円の分担金を払わないといけないとのこと
○著尾駅早朝宣伝
○生活相談・・・・生活保護について
玉子焼き、焼き魚、ポ
調査、同和行政について、地域循環型社会形成推進地域事業につ テトサラダ。おでん。ち
いて。
くわ、ジャガイモ，ブロ
ッコリーしいたけ、梅
○街角宣伝22箇所 明日の臨時厚生委員会、医大の外壁問題につ 干、ゴマ昆布
いて報告してきました。
夕方で子どもを遊ばせているお母さんがたくさん聞いてくれました。
○河合町障害者作業所、中馬議員と訪問
７名が通所しています。さおり織などの作業をしています。
自立支援法になってこれまで負担が２倍になろうとしているとのこと１
ヶ月の働いた工賃が５０００円、現在の負担が１００００円、今後のみ
とうしについても当面は今まで道理とのことですがはっきりしていなく

玉子焼き、ひじきと大
豆の煮物、ぶりの照り
て不安です。
焼き
グループホーム西の丘、入り口の看板があったので始めてわかりま ピーマンとちくわの炒
したが、そうでなければ施設とは思えないような家庭的な雰囲気でし め物、梅ぼし
た。 ９名の定員に対して６名が入所
塩こぶ
小高い地形で景色もよくゆったりと過ごしていました。
グループホーム和、泉、２ユニットです。地元に密着していこうという
努力が感じられました。医療が必要なときは往診や訪問看護など家
族の希望があれば最後まで見た人もいるそうです ４月からの改定で
これまでどこに住んでいる人でも入所できたのが７町に限定されてき
ているとのこと、子どもさんがこちらで遠くの親を引き取る場合などど
うなるかと不安の声が出されました。
○北葛城議員団会議、
高校野球早稲田実業の勝利。ここまできたと言うことは歴史に残る名
試合となるでしょう、どちらもご苦労様でしたそしてすばらしい試合を
有難う
○なら民報の原稿
○地元のビラまき
暑くて少々ばて気味、久しぶりにゆっくり昼寝。

高校野球の決勝戦、１５回で引き分けていう歴史的な大会に。明日も
う一度勝負です。初優勝のところを勝たせてやりたい気もちです。

ハルちゃんの要望に
こたえてスイカお化け
を作りました
ページトップへ
○広陵民報原稿作成
○民医連新聞原稿作成
○河合町への要望書のことで相談
○地元町内会の夏祭りに参加、ハルちゃんも当て物でピカチュウのう
ちわがあたってご機嫌でした。

8/19 土

8/18 金

8/17 木

○香芝お話ローソクの会、夏休みお話大会、今回久々のお当番で「３
年寝たろう」の民話の語り、学校は間違えるところだの絵本の読み聞
かせ、手遊び、をやりました。お話会の大先輩で87歳の方が思いがけ
ずに参加、長老の前で語るので緊張して覚えていたはずのお話が途
中でわからなくなり本を見るというトラブルも。
時間が余っておまけに行った手遊びのほうが好評でした。お話を始
めて１５年になります。一度きかいがあればお話ライブでもやってみ
たら楽しいなと思います。
大きい子供のお話では82歳のIさんがぶたのローランドの絵本を読
んでくれました。悪い狐に食べられそうになって最後の歌をこの世に
あらゆるものとの別れの歌を歌います。
それを王様が聞いて助かるのですが、けしって上手ではないのです
が其の歌がとても心に残りました。
○初めての厚生委員会
医大の精神医療センターの壁の塗り替え問題が議論されました。ほ
とんどの委員から問題点が指摘されました。
私は３ヶ月の遅れでいくら収入に影響があるのか質問。８０００万と
のこと。かべの塗り替えとあわせれば１億４千万です。
クレームは患者や医者から出たとのことで、本来最も意見を聞いて
すべき人の声を反映していなかったことを批判、また営繕かと病院側
とで工程会議を毎週開いてきめてきたとのことですが、色については
温かみのある色でと言う営繕の説明に病院サイドからの意見は出な
かったということです。
県は盛んに患者の気持ちを配慮してと弁明していましたが、精神科
と言うことで差別的な発想で行ったということであれば問題だが、さま
ざまな点からよりよくとの思いで関係者がきめたのであればもっと主
体的立場で説明すべき、関係者の意見を聞いたが施設の壁の色で
受診するわけではなく中身に信頼を置いて受診することに積極的に
答えるべき。 もともと４月オープンが遅れているのだから１日も早くオ
ープンすべき。財政難で各部署が苦労しているときに２４００万円もの
支出は問題。
しかも補正予算でなく特別会計でやりくりするとのことですが、納得
できません。
この案件は報告事案となっており議会の同意を求めるものではあり
ませんが、厚生委員会として問題があるとの意見を知事に伝えるよう
にとの結論でした。

大好きなお話です

押し寿司、妻籠でかっ
た寿司型で作ってみま
した

玉子焼き,あじの南蛮
漬け、肉じゃが，いかと
にらのバターいため、
ぶどう、きゅうりとなす
のぬかづけ

○県内視察の時に出納長が要請に来ました。それを受けて再度委員
で話し合いこの問題で臨時厚生委員会を開くことになりました
高次脳機能障害者の専門医が他府県に行ってしまい県内の患者さ
んが困っていること、集団リハビリの効果がるのに診療報酬で認めら
れなくなっていることで国への要望をしてほしいことを取り上げまし
た。
○早朝宣伝五位堂駅
○６月議会の質問のビデオのダビングを依頼
○厚生委員会の打ち合わせ
医大の壁問題がいろいろな委員から出ているようです。
○奈良民主医療機関連合会新聞の原稿依頼あり。
春雨サラダ、鳥のから
揚げジャガイモとにら
の炒め物
炒り豆腐、煮豆。がり
○お通夜に参列、末期がん最後まで自宅で看病を受けられましたご 梅肉
冥福をお祈りいたします。
ももちゃんに帰省した時のお土産を届けに行ってきました。
やっとあんよができるようになりました。

○河合診療所友の会役員会
○朝から県庁に、20億問題でマスコミの取材あり
ホームページを見ていただいての質問でしたのでポイントを抑えて聞
いていただけました。
8/16 水

○精神障害者対策についてレクチャー
予定時間が空いたので髪をカットしてもらいました。
○廃油のリサイクルに奈良県の対策を要望を受けました。

この夏１番の暑さ。奈良市で37度
○王寺から電車で奈良に行きました。王寺の橋の問題で都市計画課
と協議。
○急いで王寺駅に戻り中野あけみさんと8・15の街頭宣伝
王寺町吉川久議員.金田千代子議員、河合町中馬弘子議員とともに 右が今井です
宣伝。
8/15 火
○大滝ダムの国土研の報告集会の案内
王寺町、広陵町にもって行きました。
王寺町ではちょうど昼の時間で職員が黙祷をしていました。
○午後から広陵町に。大滝ダムは早く使えるようにしてほしいという
のがそれぞれのご意見でした。

8/14 月

8/13 日

しゃけ、ポテトサラダ、
きゅうりの酢の物煮豆
シュウマイ。糸こんにゃ
くとしし唐人参のおか
かいため かりかり梅

親戚周り、ちょうど従兄弟も集まっていてにぎやかでした。
おはぎを食べる日になっていてお昼はおはぎをご馳走になりました。
戻ってきて羽曳野の主人の実家の仏壇におまいり
明日から又仕事です。
熱海の、美術館を見てから実家に帰りました。途中富士宮のサービ
スエリヤで日本一と言う焼きそばを買いましたが、広陵後援会の健康
祭りに出す焼きそばのほうがずっとおいしく思えました。
家の前でごまぎを炊いて先祖を迎えます。
遠州の大念仏.、は初盆の家の前で鉦や太鼓を鳴らして踊ります。子
どもたちの笠ン鉾も回っていました。
母と久々に外食 カーナビで見つけたフランス料理やさん、若いシェフ
が半年前に始めたそうです。おいしくてお手ごろ価格でお勧めです。
ページトップへ

8/12 土

名古屋から伊豆に．由比のところから見える駿河湾と富士山を楽し
みにしていましたが曇っていて見えずに残念でした。連なる山々、カ
ーブだらけの道天城超えをしました。
土肥温泉の若山牧水にゆかりのある旅館に泊めていただきました。
牧水のギャラリーがあり旅館の会長から丁寧な説明をしていただき
ました。牧水が失恋したときに読んだ歌が特攻隊の兵士の最後の手
紙によく使われたと言うことです。
幾山河超えさりゆかば寂しさの
はてなむ国ぞ今日も旅ゆく

8/11 金

牧水

土肥の金山が保存されていて昔の地下壕に入ってきました。命がけ
の仕事です。６億の金塊に触れてきました。
海水浴のお客さんでにぎわっていました。
夏休み、お盆に実家に帰ることを目標にミステリーツアー。明日伊
豆に行くことだけをきめていましたが、泊まる所があるのかもわからず
出発。伊勢湾岸道路から東名に入ろうとしたところが火災で渋滞、中
央道がスムーズに流れていたので、急きょ、ルート変更。
恵那サービスエリヤで馬込と、妻籠の観光協会の電話を見て妻後
の民宿を予約。
下嵯峨屋という重要文化財の古い建物、内装がリニューアルされて
いて気持ちのいいところでした。妻籠は日本で始めて昔の町並みを
保存しているところでした。
観光化されずに江戸時代にタイムスリップしたようです。夜になると
家の軒下に行灯がともりとても風情がありました。
シンガポールからきていた２人の女性と民宿が一緒で、奈良に是非
と勧めました。１５日法隆寺と奈良を予定しているとのこと。日本の文
化や世界遺産に興味があるようでした。

8/10 木

○看護師 問題で奈良民主医療機関連合会の３法人の総師長さんら
と懇談。
４月から看護師の配置基準が１．４対１となった。全国の医療機関
すべてで実施されれば天文学的数字だが、国は病院のベッドを削減
する方向のため十分足りているとの判断。
潜在看護師が55万人いるとのことだが、どこにいるかまったくつか
めない。毎日入退院が多くてそれに伴う事務作業だけでも大変。
ある大病院では，新人看護師を３月に採用４月にすでに夜勤をさせ
ているなど。考えられないことになっている。
看護大学になったため毎年８０人の看護師が誕生するのが今年は
０．影響が大きい、過重労働と家庭子育て介護が両立できなくてやめ
る人も多い、バーンアウトの人も多い。看護師不足は日本の医療を左
右する国民的重要問題であることを改めて実感しました。

玉子焼き、野菜の肉巻
き、ナスとしし唐の憎
み沿いため煮豆。豆腐
のそぼろに、梅干塩昆
布,みょうがご飯

○県議団会議
障害者施設問題、人権施策の調査、
○大滝ダムの国土研の報告会のお知らせ、上牧、河合の役場に届け
て参加の申し入れを行いました。
○日本共産党を知る会。４０人が参加してくれました。共産党に対す 看護問題で懇談
る見方が変わったとの感想が出されました。
５時おきで朝食とお弁当作り
○五位堂駅早朝宣伝

8/9

水

8/8

火

○今日は大滝ダムの報告会の案内に吉野川流域の自治体を訪問。
大淀町町長と面談、河に鮎がいなくなったと言われておりました。
農水省の事務所、下市頭首口、紀ノ川工事事務所。五条市長と面
談、合併して大塔に救急車を配置したが１台置くのに１６人の人件費 核署名の
がかかると過疎地の厳しい事情を伺いました。
五条土木、吉野土木、吉野町、町長と面談。かみすきがダムの工事
で河がにごりできなくなったことをはじめて知りました。
川上村、あいにく村長不在でしたが会場を使わせて頂くことの御礼
を伝えてもらうようにお願いしました。下市町、町長が不在で総務課
長に案内状をことづけお願いしてきました。
どこでも誰か参加できるようにするとの返事をいただきました。
しゃけ、玉子焼きポテト
サラダ、かまぼこ、きゅ
○王寺駅で新婦人の会で核廃絶署名宣伝を行いました
今日はフル稼働でお疲れです、運転していただいたｙさんに感謝です うりの酢の物
○なら新聞の取材、来年の統一地方選挙について
○医大に精神保健センターの建物の色が茶色で医大の本館が白の
ため異論が出たとのこと。そのため県では２０００万円をかけて色を塗
り替えるとのことで、まずは自分の目で見てこようといってきました。
台風が近づいているとのことで雲が多く道路からは医大の建物もベ
ージュ色に見えて私の印象としては違和感は感じられませんでした。
中を案内してもらいましたが、廊下も医大の本館とまっすぐに繋がっ
ていて同じ床のデザインのためどこから精神病棟なのかというのがわ
からない状態です。
色の塗り替えが行われると１２月ぐらいがオープンとのことです。
金銭的には２０００万円だけでなく、診療活動ができないことや維持経
費などがかかります。
なぜここにいたるまでに其のことがわからなかったのかが不明 、い
ろいろな意見を聞いて見たいと思います。
○ヤマトハイミールが１７年間奈良市から下水道料金を請求されてこ
なかった件について県の下水道料金との関係を調査。
県は市町村から建設分担金と、流量分担金を受け取ります、建設
分担金はかかったコストから国の補助金を引いて残りを県と市町村で
折半、契約排出水量で計算します。
流量分担金は水道料金を目安に計算します。
奈良市が請求してこないと言うことは県にも支払いされていなかっ
たことになります、其の点をよく調査するように申し入れました。
地下水の各自治体の取扱状況についても調査を依頼。
プールの安全の問題県の教育委員会に問い合わせ。学校のプール
では５校に問題があったが改善するとのことでした。
浄化センターのプールは問題なしとのことです。

8/7

月

○20億弁護団会議
お盆に帰省のため、お葬式のついでにおまいりに行ってきました。
一人暮らしになったおばちゃんがとても喜んでくれました。
ｍさんは初当選のとき運転免許がなかった私を毎週水曜日王寺駅ま
で宣伝カーの運転をしてくれた人です。
御所で選挙のときにいつもお世話になってきたmさんが、60歳でお

玉子焼きウインナとき
ゅうり、焼肉
野菜炒め。きゅうりとお
ふの酢の物
レモン、梅干、塩こぶ

亡くなりになりました。葬儀に列席。心からご冥福をお祈りいたしま
す。
○自治体部会のため奈良に、どこも暮らしが大変ということが大問題
になっています。
玉子焼き、きゅうりと鳥
ももちゃんが今日で満１歳になりました。
のバンバンジーホタ
夫が買ってきたプレゼントを届けにいってきました。足がしっかりして テ、えび、しし唐の照り
歩けるのは時間の問題のようです。
焼き
高野豆腐しいたけ人参
○20億事務局会議、裁判勝利に向けた取り組みの具体化について の煮物、きゅうりの漬
物、がりしょうが、梅
干、塩こぶ

炊き立てのお赤飯をい
ただきました

8/6

日

広島に原爆が投下されて６１年目になりました。
テレビで追悼式典をやっていて小学校６年生の子どものメッセージ
が感動的でした。
○香芝の平和のための戦争展を見てきました。２歳ぐらいの裸の男
の子が首に真珠のネックレスをかけて歩いている写真が心に残りまし
た.
○午後から王寺、河合、上牧の議員と宣伝行動、サティ前。
王寺駅の、北、南で核廃絶の署名を取りながら宣伝。33人が署名に
応じてくれました。
中高生が多かったです。保守の議員さんからアイスの差し入れまで
いただきました。
宣伝が終わってからみんなで食べた白玉宇治金時最高でした。
今日は父の１８回目の命日です。

大きな宣伝用の帽子を
かぶっているのが私で
す，金田議員、中馬議
員、石丸議員
ページトップへ

○新婦人でスリランカカレーを作りました。思ったほど辛くなくておいし
かったです。我が家が会場でしたのでおかげで家の掃除もできまし
た。
○県委員会総会
○赤旗の配達集金、初めてのお宅に伺いました。郷里が同じですっ
かり話が弾みました。
ゲド戦記を見に行ってきました。居眠りしないで最後まで見ることが
できました。生きることに対するメッセージです。若者がたくさんいまし
たが、どんな風に感じているのでしょうか。
8/5

土

8/4

金

8/3

木

母乳育児をめぐって娘と意見が違い。最近の本を読むように言われ
ています。母乳で育てたいと言う願いも努力もわかるのですがおきて
いる時にはずーっと赤ちゃんがおっぱいから離れません。
私の知識では足りていればいつまでも吸い付いていないと思うので
す、足らなければミルクを足して寝るときにはしっかり寝たらいいとい
うと、険悪ムードに。娘いわく赤ちゃんにとって心地いいことはおっぱ
いを吸っていることで満たされているのだそうです。
ミルクならどれくらい飲むのかわかるので安心ですが、母乳はわか
りません。でも体重が増えているので足りているのでしょう。又子育て
の勉強の始まりです。
○王寺駅早朝宣伝
○奈良県年鑑のプロフィール送付
部屋の片付け
○明日の新婦人のスリランカカレーの打ち合わせ。
○生活相談・・・・賃貸住宅を探してほしいとのこと、調べるが希望す
る条件ではない、近くの騒音と粉塵に悩まされているとのこと。公害
問題の調査を約束。
○生活相談・・・・仕事が見つかったが、働ける日にちが限られていて
生活が成り立たないとのこと、生活保護の制度を紹介する。
○中南和地区委員会総会
○県議団会議
議会運営の民主化を求めて議長への申し入れ。
○生活相談・・・・長期にわたり医療と介護の必要な人の入院につい
て、療養型の受け入れが重度患者を優先にとる傾向に変わってきた

おにぎり弁当です
玉子焼き、照り焼きチ
キンししとう
茹でインゲン、ひじきと
大豆の煮豆きゅうりの
漬物

お弁当を写し忘れまし
た
さばの塩焼き。なすと
ピーマンの味噌いため
玉子焼き。きゅうりのち
くわ詰め、きゅうりの肉
味噌いため

8/2

8/1

水

火

とのこと、退院の話が出るまで様子見をしてはどうかとアドバイス。
○生活保護の申請について
○医大の新病棟の建設に当たって一部塗装をやりなおすとの報告が
ありました。
○奈良市の個人情報が流れて職員と議員が逮捕された問題につい
て。
○宅建業者の指導問題について確認。
24日に近畿整備局から業者に住民から意見が出ている問題につい
て情報提供をしたとのこと。
○費用弁償について全国の都道府県の実態を調査するよう議会義
務局に依頼。
○ADHDのことについて問い合わせがあました。
母が帰ることになり送っていきました。
○生活相談・・・・４件
病気で働けなくなり生活保護の相談。
病気で町内の掃除に出られないと5000円のお金を納めなくてはい
けないとのこと、人が自分のことを悪く言っているような気がする相談
に乗ってほしいとのこと。
近所で共産党を勧めたい人がいるのでお誘いに来てほしいとのこ
と。
先日訪問してお留守だったところが赤旗をとってくれたと連絡があり
ました、福祉をがんばってとのことです。
天辻峠が暗くて白線も見えず怖かったとの相談で県に申し入れてい
たところ、早速調査したとの返事がありました。
トンネルは1959年に作られ巾６．３メートル、路肩を50センチづつ取
ると５,３メートルでセンターラインは巾５．５以上でないと引けないとの
ことでした。
路肩にも白いプラスチックの線をつけているが、汚れて見えにくくな
っているので清掃しているとのことです。早速相談者に連絡しました。
せめてすれ違うときいっぱいに寄るのに路肩のラインだけでもはっ
きりしてほしいとのことでした。

玉子焼き、煮物
人参サツマイモ大根ち
くわしいたけ
から揚げしし唐辛子の
炒め物 昆布の佃煮

きゅうりとおふの酢の
物いんげんのごまあ
え、野菜のてんぷら
ハムの玉子焼き
ピーマンのおかかに
きゅうりのお漬物
梅干、昆布

○橿原市のし尿処理処理施設の汚水槽が大量水漏れがあったと言
う記事が毎日新聞に掲載され、現地に聞き取り調査に行ってきまし
た。 報道では29箇所の亀裂が確認され、大量の水漏れがあり、建
築士が施工がずさんで設計強度を満たしているか疑問。孫受けが
不慣れで現場担当者も困惑した表情だったとのこと。
建築士は技術者として欠陥を隠したまま引き渡すわけにはいかな
かった。当面は持つだろうが設計強度を満たしているか疑問。
また橿原市は瑕疵担保責任期間を２倍の６年に延長することを求
めています。
橿原の処理場
今日は水漏れがないかの実験を行うとのことで橿原市の共産党の
２人の市会議員が現場を確認。その間説明を聞かせていただきまし
た。
７月26日にも水槽に水をためて実験したが、24時間置いて変動が
なかったとのことでした。説明によればひび割れに対しては水の中
からウレタンを注入、圧縮するのでもれないようになっているとのこと
でした。
又、来年１月いっぱいしか海洋投棄が認められず。２月から完成予
定となっていましたが間に合わないと１日９６トン、年間３１００トンの 玉子焼き、酢豚風ミ
し尿の処理をどうするかも大変な問題です。
ーとボール、高野豆
腐の卵とじ
○県庁へ、アパート建設問題で宅建の担当課に事情を聞き、申入
うるめいわし
れ。
きゅうりの漬物
○新聞のお勧め、今日は留守や、断られることが多くて残念でした。 ゴマ昆布梅干ごま塩
今日からガソリンが値上げ、軒並み１４３円とか１４５円とかびっくり
です。物価に影響がでてくるのが心配です。
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おもちゃ箱
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