日記 ’07-08月

（2007）

8月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

7月 6月 5月 4月 3月 2月 １月
●産婦人科のたらいまわし問題についてマスコミから電話での取材
●生活相談・・・国保の滞納に対して、生活費を書いて持ってくるよう

8/31 金

8/30 木

8/29 水

に指導があったとのこと
介護保険の認定が下がって、福祉タクシーを使えなくなったとのこと
介護保険の認定件数の問い合わせ調査
●県議会控え室の相談日、参加の救急問題で対応に終われました
●当日、の宿直は事務作業を外部委託しており夜間５時から翌朝９時
まで３人、５時から１１時まで４人体制
救急隊からかかってきた場合診療かをしてしたらそこにつなぐ、症状
だけの場合は、医師につないで判断を仰ぎその内容を当直者が救急
隊につなげる仕組みになっているとのこと。
また大阪府立母子保健センターの救急受け入れはしていないとの
経過報告は、救急隊から直接以来があった場合は受けないという意
味とのこと、共産党の府会議員に問い合わせてもらって判明
どこかの時点で医療につなげるべきであったのではにか
●マスコミ取材次々に
●中小企業高度化資金問題
●産科救急問題の会議
●河合診療所友の会世話人会
●広陵町、赤旗のお勧めでまわりました
途中雷雨となり、びしょぬれでした。１ぶ増えました。
●妊婦の救急搬送問題で県の医務課から事情説明を受けました
県は知事と座長とした検討会を早急に立ち上げるといっています。
奈良県では子どもを産めないということが、県民の中に又広がりまし
た。本格的な検証と、抜本的な対策が必要です
●赤旗の集金、日本の青空のチケット普及
●橿原の妊婦さんが９箇所の医療機関に断られて大阪に運ばれる途
中に交通事故に合い、流産したとの情報が宮本議員から連絡が入
り。橿原市の竹森、西川両議院と中和広域消防に事情を聞きに行っ
て来ました。
奈良県のシステムで開いていた医大が手術中、大阪の９箇所の病
院に断られ、途中医大の産婦人科に聞き、救命センターにも問い合
わせたが２時救急を探して欲しいと断られ結局高槻の病院に決まり
途中でこうさてんに計４の車が入って事故、高槻の救急に引継ぎ、子
どもが亡くなったのが確認されたとのこと。
話の中で、８月１７日４８箇所断られたケースがあった、など奈良県
の救急体制のお粗末な実態に唖然。
夜間，頭部、アルコール、精神，産婦人科などが受け入れが入れが
大変とのこと
医療機関では、受付、看護師、医師に問い合わせて返事になるた
め受け入れ先を探す時間がかかるとのこと。

卵やき、しゃけインゲン
の胡麻和え、マカロニ
サラダ、以下点お漬物
梅干ごま塩

おやすみです

玉子焼きブドウ春雨サ
ラダ煮物、ししゃも
なすびの味噌傷め
うめぼし、ごましお
桜海老の佃煮

●葛城北民商と国保問題の懇談
●２０億問題
●障害年金
●生活相談・・・家賃問題・周産期医療問題・

お悔やみ、留守中にお世話になった方がお亡くなりになり
お悔やみに行って来ました。とても美しいお写真でした。
8/28 火
●国保をよくする会結成のつどいに参加

8/27 月
8/26 日

大阪茨木市で国保引き下げ運動に数触った藤森さんに来ていただ 国保をよくするかいで
きお話を伺いました
経過報告をさせていた
だきました
静岡に帰省
山梨から静岡によって、母の用事を済ませて奈良まで帰ってきまし
た。お疲れ様でした
●生活相談・・・３件
静岡に帰省
富士山を見に行ってきました。山梨県の水産試験場が行っているおさ
かな博物館に行って来ました。富士の清流で生息する魚を紹介本格
的な水族館でびっくりしました。

富士山は夜、少し頂上を見ることが出来ましたが、雄大な前傾は残
念ながら見えませんでした。

おさかな水族館
ページトップへ

8/25 土

静岡に帰省途中名古屋港で恐竜大陸のイベントを見てきました
ハルちゃんは目の色を変えて会場の中を走り回っていました
実家の窓を於けると近所の人が母の体を心配してきてくれました
おじを訪問、おばさんが介護保険を受けるようになり、デイサービス
から帰ってきたところでしたが、介護保険もかけている間はいいけれ
ど使うようになったらいやになねといっていました。みんな同じように
高齢化してくるので、いろいろ大変です
恐竜大陸
●王寺駅早朝宣伝、南口好江河合町議員、金田千代子王寺町議員

8/24 金

が参加。ハイキングに行く途中駅にきたという人がビラまきを手伝って
くれました。
●生活相談・・・家賃問題
●高田川の水害対策について、高田土木に地元住民が署名を持って
申し入れ、稲葉義彦高田市議、とともに同席しました。県としては河川
改修を行い川底を２メートル掘り下げる工事を行う。平成１４年に設置
されたサイホンの中の掃除を行うなど努力するとのこと。
●高田市役所を訪問。水害地域の地図をもらいました。
広陵町ふれあいセンター訪問

玉子焼き煮物こんにゃ
くごぼうてん人参サツ
マイモオクラ、ピーマン
肉詰め小松菜とあげ
のおひたし，がり、ごま
しお

早朝から激しい雷雨。サイレンの音、どこかでか水害が起きているの
ではないかと心配。
●高田の浅野間元市議に連絡、市役所も現地に来て監視するなど先
の水害の後でもあり機敏な対応だったともこと。
●広陵町役場に電話。落雷によるボヤがあったがたいしたことはなか
ったとのこと。
●河合診療所生活相談会・・・２件、いずれも来年から始まる後期高

8/23 木

8/22 水

齢者医療を心配しての相談でした。
介護保険の認定が下がりこれまでヘルパーさんが安否確認も含め 玉子焼きエビフライイ
て毎日いっていたが、週１回になり先日の暑さで訪問したらなくなって カの煮付けしし唐とげ
いたとのこと。
そのバターいためプチ
トマト大学芋
●総合母子周産期医療センターについて考える会の申し入れに参加 梅干ごま塩
平城遷都１３００年についての県の基本構想についてのレクチャーを
受けました。
●生活相談・・・家賃について・障害年金について
●各派連絡会
●議会運営委員会
議運委員長あづかりの反対討論のことが議論されました
現在の議会運営申し合わせ事項が再確認され、前回今井委員から
提案のあった内容については現行道理に行いますとの委員長報告
がされました。
全体の中でルールが再確認されたことは１ッぽ前進ではないかと思 議会棟のベランダから
います。
若草山をバックに、中
議運や各派の物事のきめ方のルールが未確立で委員の多数決で 野議員，今井、宮本岳
はなく自民党会派の代表の意向が決定権をもつようなところがありま 志、さん、宮本議員
す。
９月議会からインターネットのライブ中継及び録画中継がすべての委
員会で行われるようになります。
●政務調査穂の領収書問題が議論
公金である以上領収書の添付は当然であると主張しました、前回議
会事務局にかくふけんの実態を調査して欲しいと要望していましたが
詳しい資料が提出されました。
●宮本たけし、参議院大阪選挙区候補が奈良県議会に挨拶にこられ

ました。
●療養病床のアンケートについて問い合わせ

築山の水害について地元住民が県にも原因解明など申し入れを行
いたいとのことで２４日２時に高田土木で申し入れを行うことになりま
した
●生活相談・・・子どものこと
●国保対策会議

●先日相談があった奈良市内の公園の草刈や遊具の改善がされたと

8/21 火

のことです。
●アスベスト問題、大きなスーパーの駐車場などアスベストが使われ
ていて問い合わせているが一向に返事が来ないとのこと。
●奈良民主医療機関連合会新聞原稿
●生活相談・・・みッチャンの宅急便をみたというひとから、医療問題
について
部屋の片付け
●ホームページの更新
●午後から西吉野の産廃富士を視察 中野県議、奥谷山添村議ら
と、産廃富士のごみの山がすっかり緑で覆われ大きな霧の大木が生
えているのにびっくりしました。
奈良県がいかに長期間ほったらかしてきたかを見るおもいでした。
裁判では地元住民が勝利、山を半分削っるよう命令が出ましたが、 産廃富士
こともあろうに県はその前の部分に当たる土地の処分場拡張を認め
るような動きになってきています。
しかも、経済的に無理の内容に新たな産廃を受け入れる処分場に
する方向とのことです。
ところが侵入路もない土地でどのように運び込もうとしているのか。
また五条市の土地も乗り面部分にあるとのこと。
ずーッとほっていたのがなぜ１７年に動き出したのか疑問がいっぱい
です。
玉子焼きはんぺん、ピ
ーマンと人参の金平、
鳥のから揚げ、にら
卵。梅干しそ
●臨時地区委員会総会

スモモの巨木

●桜井市吉田議員と。長谷川に流れ込んだ近畿化成の油の現場を視

察、新聞報道のようなオイルマットはもうありませんでしたが水の上の
油がまだ残っていました。
●桜井保健所に行って、原因とその対策について伺ってきました。食
用油などの詰めたものをためておくタンクのバルブが緩んで流れ出し
たとのこと、現在改善のための工事が行われている。
その間自主休業をしているとのことでした。もともと牛舎の後を利用
した工場のため地下が牛糞やし尿の処理用になっていて、そこも埋 オイルがうっすら残っ
め立て改善されるとのことでした。
ている長谷川
ちょうど猛暑のときで作業が大変だったようです。
8/20 月
●高校問題を考える会の県交渉に参加

選抜入試が現場にさまざまな影響をもたらしています。
昨年の退学が４３０人、６３．５％の県立高校のにゅうしわくですが実
際は６０％しか入学していないとのことです。
またこの間、耳成、上牧、登美が丘などサッカーの強い高校がなく
なって高取など遠いところに通っている。親子で大変など。さまざまの 玉子焼きしゃけしし唐
声を聞かせていただきました。
のおかかに、プチトマ
ト。照り焼きチキン
●香芝の近畿自然道の問題で県の森林保全かが現場調査に行って
梅干、昆布
きて報告をもらいました。
次女が帰省.。孫３人が大集合で大騒ぎでした。
来春にはもう一人孫が出来る予定とか

8/19 日

夫は２人を連れて公園に、帰ってきてビニールプールにとおおはしゃ
ぎ
女の子が２人だったので。結婚すれば夫婦２人。大きなテーブルも誰
が使うのかと心配していましたが、全員集合すると狭くなってきまし
真っ黒すけです
た。
母も来ているので大家族です。大家族には大変なところもありますが
１歳のナッチャンが母の相手をしたり、人間関係を学習するいい場所
のように思えます
部屋の片付け
すいかだーすき
ページトップへ

8/18 土

●全日本民医連医学生研修フィールドワークに参加
●アルツハイマーの事例について検討、わたしは医学生に期待するこ

とを体験を通じて語りました。女学生が多く、今後は女性が子育てと
仕事を両立できる環境を本気で作り上げることが重要であると感じま
した。

●お話ローソクの会、夏休みお話大会，すみれ島を語りました。
●馬見北３丁目自治会夏祭り、ビンゴゲーム大会に参加、途中でハル

ちゃんがおうちに帰るといいだしてお菓子をもらって帰ってきました。
●奥西一夫先生を偲ぶ会の原稿
●生活相談・・・医療費控除について

おまつりでもらってきま
した
●北葛城郡支部、議員会議

8/17 金

王寺町の幡野事務所で行われました。
参議院選挙の結果についての議論や９月議会に向けて交流
●国保問題対策会議、国保料引き下げの１０万人署名運動を展開し
ていく意思統一を行いました、。
●当番日、県庁に
河川課より築山の高田川との合流地点におけるゲートの開閉につ
いてはマニュアルが県では所有しておらず、高田市がもっているので
はないかとのことでした。
県としては県下の堰に関連して全体の水害対策を考えるためにも
すべての堰の管理を行い、どの程度の水位がくれば誰が判断して閉
玉
めるのか、その際のない水の被害対策はどうするのかなどきめ細か 子焼き、ゴーヤ、たま
な対策が求められます、想定外の雨量でしたでは対策にはなりませ ねぎ卵のチャンプル
ん。
バンバンジー、鳥のも
つ甘辛煮、プチトマト
●近畿自然歩道の安全対策について県の担当課に申し入れ、香芝市 梅干、ごましお
と連絡を取ることを約束
●五条の産廃富士の現地調査の日程打ち合わせ
●桜井の近畿化成の廃油問題で吉田桜井市議と調査の日程調整

8/16 木

8/15 水

8/14 火

猛暑を更新。群馬では４０，９度が記録されました。
今日は孫のサービスデイ、ハルちゃんと、ももちゃんを連れて大阪
府立体育館までボリショイサーカスをみに行ってきました。
最初は怖いとお母さんにしがみついていたももチャンでしたが動物
の登場に大喜び、ハルちゃんは空中ブランコにびっくり、家に帰って
サーカスでやってたなあといって回転のようなまねをしていました。
●香芝の畑６丁目で先日の大雨で道路の横のがけが崩れ応急措置

をしてもらいましたが周辺もいつ崩れるかわからない状態、近畿自然
道の看板がありハイキングコースにもなっているところのため現地を
視察、芦高議員と地元の方とともに香芝市に申し入れを行いました。
崩れてしまえば災害対策となるが予防では困難、農地の所有者の
責任となるとのこと。
猛暑です、各地で記録的な暑さになりました
●６２回目の終戦記念日にあたって、五位堂駅前藤本みやこ香芝市
議と早朝宣伝
●ホームページの更新
母の通院のため病院に行ってきました。１１時から１２時の予約のた
め、病院の玄関に下ろして県庁に。用事を済ませて、急いで病院に戻
りました。
先日の検査の結果を丁寧に説明していただき、診断については以
前かかっていた静岡県の病院と変わりませんが治療方針がかなり違
っていました。
６週間後の予約を取って、通院で様子を見ることになりました。
日常生活では水分補給が気をつけるよういわれた以外は特に制限な
し
母も入院を覚悟していただけにほっとした様子でした。

玉子焼き、はんぺんこ
んにゃく人参、ちくわの
煮物,しゃけ、しし唐と
砂刷りの炒め物
しそふりかけ

布団を干したり。カーテンを洗ったり大忙しでした
初盆のお参り
●お見舞い
●生活相談・・・介護保険について 国民健康保険について
●児童虐待防止ネットワークについて調査
在宅療養中の母の介護をはじめましたが、食事が１番大変です少し
でも食べられるものをと考えています。
●５時におきてみっチャンの宅急便のビラをまきました

8/13 月

おやすみです

６時には太陽がかんかん照りです
マスコミ取材の約束がキャンセルに
午後から夫の実家に盆のお参りにいってきました
●夕方から来客
ナッチャンのウマウマがみんなを笑顔にさせてくれます
子どものパワーはすごいです。

玉子焼き。鳥の手羽の
から揚げ、ポテトサラ
ダ
焼肉ピーマン

8/12 日

●２０億問題

８５周年の記念講演を読みました
次女がももちゃんと里帰り、言葉がはっきりしてきました
母にとってはひ孫の顔を見るのが一番元気の元のようです
ページトップへ

8/11 土

真夏日、
書類整理、とにかくたくさんあって場所をとるのですが、いざ処分しよ
うと思うと又何かに使えるのではないかと思いなかなか片付きませ
ん。
●２０億問題
●生活相談・・・台風で畑の土手がつぶれたとのこと。周辺も危ない状
態で何とかならないかとのこと
●県議団会議 久々に５人全員顔合わせをしました。
●過疎、水資源対策特別委員会
●大滝ダムを視察しました。
ダムの中に入って説明を聞きました。コンクリートの寿命について質
問．１００年との答えでしたが、大滝ダムは工事の開始から相当なね
んげつがったて要るためどこかエア１００年過渡期８板エア平成１５年
が感性なのでそこからとの答えでしたが、納得できません。
白屋の人の移転先になった大滝地区も前すべりの地すべりの可能
性のある地域で今回この対策工事費が増額されました。
また高原トンネルについては以前トンネル内部の亀裂をちょうさする
ように議会で取り上げていましたが、機械で計測をつづけているとの
ことでした。もう家が建っていました。

子どもたちが海にいっ
て魚を釣って帰ってき
ました
夜は魚づくしでした

8/10 金
玉子焼き、ウインナ
春雨サラダ、ピーマン
の炒め物
イカとちくわの煮物

●国民救援会主催の医療を取り巻く情勢と、役立つ制度の学習会の

8/9

木

8/8

水

8/7

火

8/6

月

資料作成。
宇陀市の高橋重明議員が税金の講師，私が医療の講師で学習
会。暑いときにもかかわらず中和労働会館の小会議室はいっぱいに
なりました。
お弁当はおやすみで
高額医療の委任払い手続きなど、自治体によってさまざまに異なるよ す
うです。
障害者控除の扱いにも違いがあり、全県どこでも扱えるようにとの要
望が出されました。
●生活相談・・・１件 県営住宅の減免基準が明らかにされていないと
のこと
昨日ももちゃん２歳の誕生日でした。おめでとうコール
朝ハルちゃんが元気にやってきました。大きいばあばが着ているよと
いうと、母の顔を見てわたしのところに来てちいさいばあばやというの
で大笑いでした
今日は、ははの紹介状を持って、一緒に天理よろず病院を受診
外来が別棟になっていて、その大きさにびっくり
終わったのが５時でした。
玉子焼き、しゃけ．なす
診断は、静岡の病院と同じでしたが治療方針が異なり外来で投薬で びと豚肉とインゲンの
様子を見ていくことになりました。
煮物
おでん、プチトマト
●地区委員会総会
がり。きゅうりの額づけ
紹介状を病身連携のように医者のやり取りでやるシステムが奈良県
にはないとのことで、紹介状だけでなく患者も一緒に行ったほうが良
いとのことできゅうきょ母を迎えにいくことになりました。
玉子焼き、コロッケサ
ツマイモのてんぷら人
部屋を片付けて、子どもの使っていたベッドを下ろし、その間に布団を 参としし唐の金平、煮
干してなど大忙しです。夫とお昼に出発して。４時ごろ到着。親戚のも 豆プチトマト。おくらの
のがみんなで見送ってくれました。
味噌たれ
紹介状を頂いて帰りましたが。途中工事やラッシュと重なり１０時に帰
宅。です
朝から冷蔵庫の中を片付け、いらないものは捨てて、野菜などは知り
合いにもらってもらいました。
母は、入院すると思えないほど元気で家の中掃除をして病院に。元

看護師の従兄弟もきてくれました。
身元引受人と、保証人の２人が必要です
一人暮らしはこういうときに困ります
主治医の話では長期になりそうで、途中で奈良にいくなら最初から
奈良がいいとのこと。
こちらでがんばると言っていた母も、それなら奈良に行こうかとやっと
その気に、病院から専門医に連絡を取っていただくことになりました
ご近所に挨拶をして、今日は電車で帰ってきました。
電車の中でシェイクスピアの人間学を読みました
面白くて一気に読みました。人間ってとても言い尽くせないほど深く、
愛すべき存在だということを実感。お勧めします
たくさんのメールが入っていて。とりあえず生きていますのメッセ―ジ
が入っていてほっとしています。

●広陵後援会バスツアー
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日

三重県のホテルスメールというところに行ってきました。
役員の方々のご苦労で毎年恒例行事になっています。
６４人が参加してくださいました
母が入院のため帰りは松坂に出て帰省しました

ページトップへ
新聞に広陵町に１９歳の青年が川に流されて行方不明の記事。名前
が気になる。やっぱり思っていた子だった。早く見つかりますようにと
祈るような気持ち。ゆうがた家の前を通ると人が集っていて、発見さ
れたとのこと。お悔やみに行きました
ご両親を見るのが切ない。
他のグループの子がおぼれのを助けに入って、犠牲になったとのこ
と。その子はまだ発見されていません。
心からご冥福をお祈りいたします。
●生活相談・・・おじいちゃんの戦争のときの勲章を大切に持っておら

れたおばあさん、自分の亡き後は捨てられてしまう。どこかで保存し
てもらいたいとのこと
県の図書情報間は紙の史料だけ、立命館の平和ミュージアムを紹介
されて問い合わせ、約束事項があるのでそれでよければOＫ
●生活費の問題相談日予約
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土

●早瀬さとこ特別平和展を見に行ってきました、５月に行っている作品

展を身にこられた方がﾄﾞｲﾂのフェルト市１０００年祭平和式典で世界
中から１０００人のアーティストのめーッセージを披露するそのひとりと
して彼女の詩３つが選ばれたとのこと。
唯一の被爆国日本の若者が世界に向けて平和のメッセージを送る
ことはとてもすばらしいことです。
数年彼女の作品展を見せてもらいましたがわたしには今回とても彼
女が大きくなったように思えました。
●県委員会総会
●民主医療機関連合会理事会

母の病気のことを相談、今の医学を信頼するしかなさそうです
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金

夜遅く死にたいとの電話、死にますといってぷつん
こちらからの連絡とれず、警察に電話
とても丁寧に対応していただき、大変な仕事の状況を垣間見たようで
した。
母の実家に行ってお仏壇にお線香を上げてきました
台風が日本海に行きましたが風が強く、帰りはゆっくりと帰ってきまし
た
●国保の調査
後期高齢者医療制度に伴い６５歳以上で４月から国民健康保険料
を年金天引きしようと考えているところが１５自治体１０月から１７自治
体７自治体は他のより方で十個とです
ちりめん縛りのこいの
●築山の河川の調査、について大田市会議員に問い合わせ
水門をしめて調査をしましたが、地下の水路は水が満水状態である
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木

とのこと、川床が天井川になっているとのこと
●子どもの問題
母入院が必要とのことで、受診に付き添いました
９時３０分の予約が１２時過ぎ、１２時３０分の予約が１時３０分と待た
されました
再検査、１６日の結果を見てどこで入院するか相談することにしました
一人暮らしは、食事の買い物でも、サツマイモを買おうと思っても５本
パックになっていて何かと不便なことを痛感
卵４個で１３４円、１０個入りなら８８円、何か変ですね
帰ろうと思いましたが検査が遅くなりもう一晩泊まることに

ぼりにハルちゃんは大
喜びでした

母と二人で手料理を食
べました
しそとしょうがを刻んで
ご飯に混ぜるとさっぱ
り知れ食べやすくなり
ます

同じ病院に入院中のおばのお見舞いに。従兄弟が東京から週に１度
介護に来ているとのこと。どこでも大変です
●ホームページ更新文章
●集金
●生活相談 住宅問題
●厚生委員会視察

あすなら苑、小規模多機能施設・ホスピス飛鳥
あすなら苑では、理事長から詳しい説明を聞いた後見学
手すりが大変危険が大きいこと、あちこちにテーブルなどが置かれ
ていましたがバランスを崩したときには身近なものにつかまると転倒
せず安全であるとのこと
トイレのテーブルや３６せんちの低いいすなどいたるところに利用者
の立場に立った細かな配慮に感心しました。
帰省
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水

上から手がつける手すり
玉子焼き、八宝菜
ぶたの生姜焼き
マカロニサラダプチ
トマト塩昆布。梅干
テーブルにつかまってズボンのあげおろしが
出来ます

男性等トイレまんなかに横棒がありません、
房が邪魔して横にもれてしまうのでつけてい
ません
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