日記 ’07-12

（2007）

12月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

11月 10月 9月 8月 7月 ---・・・・6月 5月 4月 3月 2月 １月
今年も今日で終わりです。
学生時代の友人と連絡、とてもなつかしい声を聞きました。
おせち料理を作りました。家族が増えて量もたくさん必要です娘夫婦
が２日に来るとのことでその分も準備。１日がかりでした。
12/31 月

12/30 日

ハルちゃんが味見にしょっちゅうやってきます。
海老もこれは自分のものと予約済みです。
お正月はどんなお顔をしてるかなと聞いたら、あのねお顔はない
の、雲と一緒に風に乗ってくるのと説明してくれました。
ほんのちょっぴりおす
どんなお正月が来るか楽しみです。家の前の掲示板に迎春ポスター そ分け
と豆田よしのりさんと山下よしきさんのポスターを貼りました。来年も
がんばります。
●生活相談・・・・・仕事のこと
大掃除をしました。台所と自分の部屋ですが、片付けはいつも苦手で
す。それでも日ごろ、手入れしていないタイルや戸棚など油汚れが落
ちてすっきりしました。
●新聞をお願いしましたがすでに読者でした、残念。
静岡の従兄弟から魚の詰め合わせを頂きました。
ページトップへ
●町内に新聞の集金。ベビーカーを押しながら母の散歩もかねて、行

12/29 土

列しながら赤旗の集金に行ってきました。子どものパワーはさすがで
す。
皆さんとてもうれしそうに声をかけてくれます。思いがけずにお土産を
頂きました。
●また国保の署名を用意していてくださり、もらってきました。
●八尾支部長と訪問、赤旗が１部増えました

久々の雨となりました、県庁も今年最後となります。
自分の机の周りの片付けに行ってきました。とりあえず机の上はきれ
いになりました。
12/28 金

はるとじい

●午後から広陵町の会議に参加。
●訪問２件、国保の署名にご協力いただきました。
●生活相談・・・・・障害年金について、初診日がもっと早い時期であっ

たことが判明しました。
●年金問題

12/27 木

年金は端数を切り捨てて振り込まれていると相談があり
玉子焼きぶりの照り
ました、調べてみる必要があります。
焼きウインナときゅう
りと鶉卵の串刺し野
菜の煮物ひりゅうず、
プチトマト
●生活相談・・・・・生活保護について・医療問題
●友の会のカレンダー配布
●北葛城郡宣伝
広陵町八尾支部長 石丸上牧町議、南口河合町議，金田王寺町議と
８箇所宣伝 国保署名のお願い
大きなロブスターをも
らいました
まだ生きています
ナッチャンこわごわ
実家の片付けに行っていてくれた夫が久しぶりに戻ってきました。

１００年の店じまいご苦労様でした。
閉店にあたりたくさんの方々がご協力いただき助けてくれました。
人は人によって生かされているものとつくづく実感しました。
母の受診に付き添い
●生活相談・・・・・生活保護について
●原稿依頼
12/26 水

トイレと玄関に手すりを取付けてもらいました。転倒防止で安全です。

玉子焼きひじき、マカ
ロニサラダ鳥のから
揚げプチとトマト

●河合町・・・署名と赤旗のお願い。日曜版が増えました。

12/25 火
●生活相談・・・・・２件

玉子焼きしゃけ、てん
ぷらサラダ、きゅうり
と永いもの酢の物、プ
チトマトしそふりかけ
塩こぶ

●上牧町統一行動に参加、国保の署名・新聞のお勧めに回りました。

介護保険が高すぎる、困ったときはまだ受けられないという。
里帰り出産が落ち着いてから病院にお願いしたらどこもいっぱいで断
られた。新幹線で往復した。など、友人から奈良は良くないから出るよ
うに進められていますと、とても厳しい意見と要望を頂きました。
●午後から王寺町統一行動、子育て中のお母さんは自分の時間が持

12/24 月

てないとの悩みを聞かされました。子育ての時代を思い出しました。
日曜版が２部増えました。
●生活相談・・・・・生活保護のもち代が今年は来なかったとのこと、確

海老グラタン,鳥のも
もステーキ、サラダ、
２色おにぎり
サンタクロース村からの中継を見ました。戦闘地域からはお母さんの フランクフルト
手紙が紹介されました。
子どもには夢を見てその夢がかなうと信じる権利があるはずです。
本当にそのとおりです、また世界の子どもたちの願いで多いのは家
族でゆっくり過ごせる時間がほしいということのようです。
次女が孫を連れてお泊りに来ました。
子どもたちに届いた絵本のプレゼントを広げて、読み聞かせ。ページ
を開くたびに反応があってこちらもとてもたのしいひと時です。
母の病院受診
認をすることを約束・共産党について

●友の会カレンダーお届け
●日本共産党広陵後援会役員会忘年会

12/23 日
テレビを見ていたら片づけが出来なかった人が自分の部屋をホー
ムページに紹介して片づけを進めていく過程が紹介されていました。
たくさんの人ががんばってなど激励をしてくれて、それで片付けられた
ということです。
私のホームページもいろいろな方がご意見を送ってくれるのでそれが
励みになって続いていると思います。繋がっていることは今の時代に
とても大切なことだと改めて思いました。
ページトップへ
12/22 土

●新婦人忘年会、１品持ち寄りで豪華な食事会になりました。
●地域回り、国保署名や、新聞のお勧め。

宮沢喜一総理の時代までは自民党を応援していたという人にお話を
聞きました。
民主も自民と同じ。自民党が公明党と一緒に菜っていやになったとの
こと・・・・。
共産党は今の日本には必要。野党で力をあわせて欲しいと激励を頂
きました

バラ寿司、海鮮さらだ

かす汁,ちじみ、アップ
ルパイ７色なます、栗
●自治労連との懇談会、指定管理者制度が導入されて５年になる、

契約が解除されて働いている人が１から採用になる、そのときに雇用
を守る問題を条例化にしないと使い捨てになるとのこと。
●新日本婦人の会、申し入れに同席、妊婦検診の拡充、私学の予納
金の廃止、日の丸君が代の押し付けをしないで、乳幼児医療費の無
料化
12/21 金

●近畿ブロックとの懇談会

要求の具体化、や政策化に向けて懇談

私学の予納金の廃止
署名１８８５人分です
●袋井市役所に母の年金問題で申し入れをしてきました。

12/20 木

奈良に帰ってきました。
●北葛城郡ブロック会議

12/19 水

12/18 火

高校時代の友人が閉店の案内をしたところ、ご主人と２人で買い物に
来てくれました。
３０年ぶりでしたが、お互い変わっていなくて話が弾みました。
母が年金の確認をしたところ振込みがなく、掛川の社会保険事務所
に連絡、袋井市から転出のときに死亡の届出が出されていたことが
わかりました。
袋井市にも連絡、間違いは仕方がありませんが年内に振込みして ウインドウに貼ったポ
スター、私が書きまし
欲しいと申し入れを行いました。
た
実家の閉店の手伝い
寂しくなるやーといってお客さんが来てくれます。母の作った小さな座
布団が店の前のかごにいつも入っていましたが、老人ホームに持っ
ていったら喜ばれたとの事で全部買ってくれました。
手作り蒲団の荷造りをしました。
店に注文布団が山積みになると。昔父が元気だったころの活気のあ
った店がよみがえりました。
閉店のため手作り布
団を注文していただ
きました

●知事に県議団で来年度予算の要望書を提出しました。

12/17 月

静岡に帰省、袋井南小学校３年１組の子どもたちがお勧めの店のポ
スターを貼ってくれていました。

●上牧民報、王寺民報、県議団ニュース新年号、奈良民医連新聞、

ホームページの原稿を仕上げました。
12/16 日

12/15 土

●葬儀に参加、突然の知らせを受け驚くばかりです。お孫さんと遊ん

玉子焼き、ぶたの生
でいて突然倒れられたそうです.生涯現役だったような気がいたします 姜焼きほうれん草、
心からご冥福をお祈りいたします。
かまぼこ
ダイコンのはっぱの
かつおふりかけ、梅
干
ページトップへ
●周産期シンポジウムが奈良の図書情報館で開かれパネリストをさ
せていただきました。１００人が参加。
新婦人の実態調査や、助産師の報告お母さんが納得できるお産を

経験して喜びに繋がりや子育てにいい影響を与えていること、奈良県
に小児母子保健センターの建設を求める会の井戸先生の歴史的な
経過や今日の課題。
いま奈良県が後方支援ベッドに付いてその整備を検討中ですが、
改めてこれまで主張してきた小児母子保健センターの必要性を実感
しました。
大阪で双子を出産、一人がなくなりましたが今その子が４歳、いまだ
に大阪通院しなくては行けないとのことです。奈良県の周産期センタ
ーが出来れば見てもらえるのかといった質問。
奈良県のＮIＣＵが施設の半分しか実働していない実態。
また心臓病の子どもが搬入先をきめるまで６時間もかかった、生き
た心地がしなかったというほやほやのアンケートなどが紹介されまし
た。

今年もミズママさんか
ら届きました。見事な
できばえです
ナッチャンが気に入っ
てチューチューと尻尾
をつかんで大喜びで
す
今年もあとわずかで
私は、小児母子保健センターを作って、出産初期段階会で十分な対 すね
応が行われることでその後の対応が違ってくること。県内の重症児の
病院も８０床あっても看護師不足から５４床しか稼動していないこと、
更に重症心身障害児の会の要望事項の１番に１８歳までしか入所で
きないとされている法律の年齢制限撤廃が要望されたいることなどを
紹介しました。
山下よしきさんは、世界の医療は無料が常識になっていてカナダで
は会計窓口があって医療費を払うのかを聞いたら、ここまで来る交通
費を払い戻す仕組みになっていると紹介されました。
またある地域では過疎地から戻ってきてくれる遺書を作ろうと村ぐる
みの運動になっているなどの話も伺いました。
出産の問題は女性がその社会においてどのような地位に置かれて
いるかを示すものです。医師の養成には８年かかりますが、女医さん
が増え、看護師も不足であることは奈良県では仕事と家庭を両立さ
せることが極めて困難であり、もっと女性が働きやすい環境を作るこ
とは安心して出産できることに繋がること。
奈良県の女性の家事労働時間が、全国１であること男性の帰宅時
間が遅いのも全国１であること。などを紹介、又性の低年齢化によっ
て１０代の中絶が増えていること、若者の間の感染症子宮ガンなどの
増加しており出産問題を考えることは社会のあり方を考えることなど
発言させていただきました。
●広陵９条の会忘年会

●県議団会議

久々にゆっくり時間を掛けての会議を行いました。
12/14 金
●来年度の要望のまとめ

熊ちゃんがほいくえん
にのズボンをはいて
います

●政務調査費改正委員会
●議会運営委員会、
●県議会本会議

共産党は、県庁の屋上を緑化するためにわざわざ予算化する議案
に反対しました。また社会教育センターの民営化にも反対しました。
後期高齢者医療の中止を求める意見書が可決。私は歯科診療の充
実を求める意見書の提案をいたしました。
請願に出された、住み慣れた地域で安心して出産できる奈良県に
する請願が可決しました。７０００人を越えるお母さんや助産資産の運
動が大きな一歩を踏み出しました。
12/13 木

●議会終了後文化後援会、医大の吉田修学長の講演,これからの医

師に期待するものというテーマで、病気でなく病人を診ることを熱く語
っていただきました。久々にアカデミックな気分に浸れてとてもよかっ
たと思います。
医大が今みんなでがんばっていることが伝わってきました。

玉子焼きから揚げ、
おでんきゅうり、みか
ん
明太子。昆布、しそふ
りかけ

●国保をよくする会署名提出

１７０００人分が第一次分として提出さ
れました。
一世帯１万円の引き下げは切実な願いです。
●ケアマネの方が家族の希望などを聞きに来てくれました。

12/12 水

●４時３０分起床、質問準備

朝から母の体調が優れず、診療所に連れて行きました。

夕食に朝用意してお
いた餃子を作りました

孫たちも風引きで保育園はおやすみ、生駒のお母さんがベビーシッタ
ーの応援に。
子育ても介護も同時進行。なかなか出来ることではありません。
厚生委員会のため、帰りのタクシーをお願いしたまま奈良に直行。
●委員会はマスコミがいっぱい来ていました。妊婦の搬送の検討会の
まとめが説明されました。私も関連して質問。
医大の周産期センターが５月にオープンしますが、人の確保が進ん
でいるのか、後方支援ベッドの整備状況について、出産育児手当の
代理払い制度の啓蒙を。不妊治療について、助産所での妊婦検診が
医療機関と同じように扱えるように。奈良社会保険病院の存続問題、
橿原の休日夜間診療所の小児救急が中南和に１箇所しかなく地元
負担が大きく、赤字分が近隣自治体に利用実績に見合って出すこと
が求められており、県の支援を行うよう求めました。
又先日見学に行った精華学園については、施設の老朽化が激しく
整備改修の計画はないのかと質問、現在建て替え計画が進んでいる
とのことでした。
県の福祉施設で最も古いもので気になっていましたので、本当に良
かったと思います。

みんな食べてくれて
ちょっと元気になった
ようです

クリスマスグッズが全
員集合です

●安心してお産ができる奈良県のするための請願では、私と梶川委

員が請願者に入っており、奥山議員から請願人に質問したいと異例
の質問がありました。
請願事項の、１．医師看護師助産師の奨学金問題と、４助産師をバッ
クアップする医療機関の連携を、県としてシステム化して欲しいという
内容の質問がありました。
（１）については医師の問題は予算化がされましたが、８年もかかり
今の困っている現状に間に合わないこと、他府県では参加の看護師
を給与を保障して助産師の資格を取らせて、実践されていることなど
を紹介。
また医療機関の支援では、かつては医師であれば診療科は問わな
かったものが産婦人科でないとだめという方針に、医師不足の中で助
産師の支援を引き受けてがなく、困難であり県としてセンター病院で
受けれもらえるようシステムが求められていることを説明しました。全
員賛成で請願が可決しました。
助産師さんやお母さんの願いが聞き入れた。ことは本当に良かった
と思います。
●高田土木の方が、広陵町の自転車道路の現場確認の写真を持っ
てきてくれました。すでに誰かが草かりを済ませてくれていて、周辺の
片づけをさせてもらいますとのことでした。どなたか知りませんが本当
に有難うございました。
●生活相談・・・警察の生活安全化の相談係りに行きました。
●葛城北民主商工会第１１回共済会総会に出席、挨拶させていただ

12/11 火

きました。
●依頼された推薦文を作成しました。
広陵町の選挙もいよいよ来年です。
孫たちが風邪をひいていつもの元気がありません。
お兄ちゃんは保育園をおやすみです。ウルトラマンのビデオを見てい
て興奮していました。ウルトラマンは何を食べるのと聞くと、お口がな
いから食べられない。
それじゃどこでねんねするの。ウルトラマンはねんねはしない。おう
ちはどこ。おうちないねん。ウルトラマンはかわいそうね。というと。怪
獣をやっつけて強いねんと思わず笑ってしまいました。
●子どもの問題で高田児童家庭センターと相談
●年金相談センターに行ってきました。障害年金がちょっとのことで受

12/10 月

けられないことがわかりました。知っていたら掛けたのにと家族の方
ががっかりしていました。
●周産期シンポジュウムの打ち合わせ
●産廃問題
●難病医療について
●高田土木に草刈問題を依頼。広陵高校の生徒さんの通学路に当た
る堤防沿いのところ
●県議会一般質問
山村議員が質問に立ちました。
奈良県の県立大学は全国で唯一学費減免のないところです。青年
たちが学生の声を集めて切実な実態をまとめました。
事前の申し入れも行いました。実施の方向であることが分かりとて
も喜んで県議会本会議での答弁を期待して傍聴にも来てくれました
が、冷たい返事にがっかり。そんなの関係ないが流行語になる時代
に、自分たちや友人のことに心を配ってこつこつがんばる青年は宝で
す。
青年を励ます県政にしなければいけません。

世界でたった一つの
クリスマスツリー

キャベツ、チキンカ
ツ、煮豆、てんぷらサ
トイモの甘辛サケフレ
ーク
梅干

●厚生委員会の打ち合わせ

やまとの水問題で宇陀市からの要望があり、委員会で取り上げてい
ましたがその後動きがなく担当課に問い合わせ５箇所の追加があり。
３箇所が認定されたとのこと、看板などの設置は来年度に予算要望
の予定とのことでした。

12/9 日

不妊治療問題では県内で８医療機関、大阪、京都など他府県が認
定している機関での治療であれば、奈良県は助成の対象にするとの
ことでした。
●王寺の泉の広場で、北葛城郡壮年ソフトテニス大会が開催されまし
た。
●中南和地区党会議
この１年間の各地の取り組みが生き生きと報告されました。
私も県政が変わってきていることを発言しました。
●生活相談・・・子どものこと・障害年金のこと・難病の手続きのこと。
ホームページのカウントが25,000を越えました。
いつもごらん頂いている皆様に感謝、感謝です。
ページトップへ
●２件訪問。通院をしていますがバスがなくなり、タクシー代が大変と

12/8 土

12/7 金

のこと、足が不自由で駅の階段がこたえるとのことでした。
病人にとって医療費と交通費の負担は大変です
１２，８太平洋戦争が始まって６６周年を迎えました。
●豆田よしのりさんとエコール真美、王寺駅で宣伝を行いました。
王寺には金田千代子王寺町議、石丸典子上牧町議。佐々木まさる三
郷町議が参加してくれました。
１２．８王寺駅にて
●各派代表者会議
海外研修について、昨年は選挙もあり予算もつけずに制度は残して
新しい議員で判断ということになっていました。
共産党は、県下の自治体で来年の予算を組むことも大変な状況や
県民生活が大変なときに、海外視察をするべきではない予算をつけ
ないのなら制度も廃止すべきと主張しました。
他会派は、今までのやり方でなく目的を明確にしてするのならいい、
自己負担も考えてもいいのではないか、制度は残してもいいなどがあ
り、どのような制度尾にするかは又次回検討することになりました。
●県議会一般質問
●インフルエンザの予防接種について申し入れ。
自治体でまちまちであり、居住以外の地域で摂取する場合は前もっ みんな勢ぞろいです
て健をもらいに行くなどがあり受けにくい実態がある改善して欲しいと ワンワンもぷーちゃん
要望。
もみんな踊っていま
県としては各自治体に実情に合わせて受けやすい制度のするよう す
連絡を行うとの回答でした。
●広陵町のサイクリング道路が、草があって高校の子どもたちが通れ

ないとのことで高田土木に申し入れ、来週現場を見て対応してくれる
とのこと。
●議会運営委員会
●県議会代表質問。

12/6 木

12/5 水

12/4 火

中野明美議員が行いました。とても迫力があってよかったです。
●県議団会議
●健生会友の会と理事会との定期協議会
インフルエンザの予防接種が自治体でまちまちで受けにくいとのこ
煮豆おでん、ピーマン
とでした。
生活保護を受けている人が亡くなった場合に,葬祭費用が後払いの と牛肉の千切り傷め
白菜とあげの煮物
ため大変との話も聞きました。
しゃけフレーク梅干
●２０億円不正融資事件、怠る事実の確認の裁判第３回公判が大阪
高等裁判所で行われ傍聴に行ってきました。
次回１月２２日１時３０分は以前に決められていましたが、今回は
次々回の予定まで入りました。３月２７日１時３０分です。
高裁は早いと聞いていましたが、もう少し時間がかかりそうです。
倒産後も営業活動が行われている問題で、具体的な内容の情報を開
示することを求めました。
裁判所にいく途中の橋に、ダンボールがつるしてあってそこにどん 淀屋橋界隈です、裁
判所の周りは風情が
な仕事でもします連絡先を入れてくださいと書いてありました。
あります
仕事がない本当に大変な様子が伝わってきました。
●障害者団体と各派から、２名づつの議員が参加して要望を聞く懇談
会が開かれ、宮本議員とともに参加しました。
奈良県では肢体、知的精神の３分野にわたりさまざまな立場からの
団体が共同していろいろな要求を掲げています。

障害者自立支援方の矛盾が報告されました。
一度にこんなにたくさんの要望をまとめて聞かせていただけて大変
いい機会を与えていただきました。
昭和４５年に全ての子どもの教育の義務化が始まりましたが、それ
以前は、就学免除ということで重い障害があって学校に行けない子ど
もは教育を受ける権利がありませんでした。
４８年に福祉大学に入学したとき、それが話題になっていて先輩や
同級生も障害児の先生になる人がたくさんいて。そんなことを思い出
させる発言がありました。
他府県では免除された方に教育を受ける制度があるとのことです。
奈良県でも希望者がおられるとのこと。
県民ホールに大人の障害者のオムツをかえるベッドを置いて欲しい
と切実な要望がありました。
●生活相談・・・傷害事件について・２０億裁判について
●中南和地区委員会総会
王寺町の方がお亡くなりになり、弔電を打たせていただきました。５６
歳とは若すぎます。心からご冥福をお祈りいたします。

12/3 月

●けいはんな株式会社の民事再生手続きで県より説明がありました。
●議会運営委員会
●県議会、今日から開会です
●政務調査費改正委員会
●後期高齢者医療の不服申し立て制度について確認しました。国保

に順ずる形で審査会が設置されます。
●三室病院の産科のことで問い合わせ。出産の受付は従来道理との
ことでした。
●中小企業事業団が平成１６年の７月に中小企業基盤整備機構に変
わったときに、全国的に不良債権を帳簿からはずす処理をしていたと
のことで、奈良県の貸付にかかわったものでその処理対象になったも
のがないかを県に確認しました。そのような処理については聞いてい
ないとのことです。
●奈良県西部ブロック。ママさんバレー大会が河合町の体育館で開
かれ来賓として参加させていただきました
河合の岡井町長の挨拶の中で中学校で女子のバレー部が出来な
いことが紹介されました。ニーズが多様化しているとの事です、ちょっ
と寂しい気がしました。
●新日本婦人の会第２４回奈良県大会に参加。挨拶をさせていただ
きました。会場いっぱいで幅広い年代の女性がとても輝いていまし
た。
●Ｎネット５周年記念フォーラムに参加。

12/2 日

玉子焼き、りんご。か
つおの角に、やさい
のにもの、ひじきふり
かけ梅干

玉子焼き、鳥の照り
焼き、さつま揚げ、サ
ラダ、ひじきと大豆の
煮物しそ梅干人参の
漬物

奈良町で、昔の置屋
の後を改造して作っ
たところで食事をしま
した。

権利擁護を法人で行っている西の宮と滋賀県の方もパネラーで具
体的なお話を聞かせていただきました。
これから支援を必要とされる人は急増していくことになります。国とし
てのあり方が問われていることを感じました。
ご主人と女将さんの
温かい人柄に触れ昔
の写真を見せていた
だきました。

早川一光先生

牡蠣フライ定食６５０
円、焼きプリン１００
円、今度行くときは２
日間煮込んで作るオ
リジナルカレーを食
べようと思います。

●地方自治６０年記念フォーラムに参加
パネルディスカッションがなかなか面白かったです。

12/1 土

●こどもの国のクリスマスパーティーに参加

産婦人科の女医さんとお会いできました。
挨拶をさせていただきました。
今回、病床を増床されたとのこと。川の字で親子が寝ることが出来る
部屋にしたそうです。又見に来てくださいと進められました。
●広陵町支部総会
●赤旗日刊新聞が増えました。たまっていたホームページ記入
こどもの国クリスマ
●後期高齢者問題
ス
レギュラーガソリン １５６円 びっくりです

ページトップへ
おもちゃ箱

日土金木水火月

わたしの本棚
わたしのアルバ
ム

4期目 当選
日記 ’07-07月

日記 ’07-08月

日記 ’07-09月

日記 ’07-10月

日記 ’07-11月
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