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10/31 火

10/30 月

10/29 日

○厚生委員会県外視察
鹿児島市立病院にいってきました。山下さんの５つ子を取り上げた
病院で周産期医療センターは８０床を持っています。ＮＩＣＵが３２床，
後方ベッドが４８床，１１月から長期の子どものために４床増えるそう
です。
センター長の茨先生のお話を聞かせていただきましたが、使命感に
燃えて、小さな命を助けるために一生懸命になっていることがひしひ
しと伝わってきました。
ここはＭＦＩＣＵがないので質問したところなくてもすべて対応してい
るとのことでした。
人口１７７万の鹿児島県、鹿児島市は６０万人です。
離島も多く、救急搬送は防災ヘリコプターと自衛隊のヘリコプターが
行っているそうです。
５０００万円かかっている小児専用搬送者は、ドクターが乗り込み、
運転手は市内のタクシー会社５社に委託。２０人くらいの運転手で大
型免許があって性格のいい人を登録し当番制で、当番の人はどこに
いても１５分で駆けつけられるように待機しているそうです。
４００グラムの小さな赤ちゃんが保育器で懸命に生きようとしている
姿には感動しました。
母乳を搾ってそれを飲ませるようにしていますが、運び役はお父さ
んが多いので未熟児の場合は、父子関係がふつうの親子に比べて
濃厚とのことです。
財政面でも何とか採算がとれているとのことです。
病院間のネットワークは医師の信頼に基づくもので、コンピューター
システムではしんどいからベットは満床にしようということで実際役立
たないとのこと。
また緊急の場合は各科が一緒になって命を救うシステムができてい
るとのことでした。奈良の問題もこんなチーム医療ができていたら防
げたのではないかと思いました。
障害を持った子どもが増えている問題についてどのように思われて
いるかを質問茨先生の思いを聞かせていただきました。どんな質問
でもわかりやすく答えてくれて、大変勉強になりました。
○参議院なら選挙区候補中村あつこさん、寺前広陵町議員、支部の
人と一緒に赤旗拡大、4部増えました。9条の会も一人賛同が増えまし
た
午後から、北葛会議
○河合町で私に会いたいといっている人がいるとのことで、訪問しま
した。以前その方が車の車輪が落ちたときに私と2～3人の人が押し
上げたということです。すっかり忘れていました。
○総合周産期センター問題で原稿のチェック
○赤旗配達
○生活相談・・・1件
○格差社会を考える集いのお誘い
格差社会を考える，朝日訴訟 人間裁判のビデオを大スクリーンで
上映しました。恩師の児島美津子先生が朝日茂さんケースワーカー
として裁判の証言に立ち。健康で文化的な最低限度の生活とは、書
物も買って読めるぐらいは認められるべきとの証言。当時ウサギを買
っていてえさ代を内職で稼いだと保護を打ち切られたり、土手に植え
た野菜が畑の収入とみなされて保護の打ち切りなど、厳しい実態が
紹介されていました。
当時の人々の熱い戦いが今日の社会保障を築き、それは常に求め
続けて今なければすぐに後退していくものであっることを痛感しまし
た。
○社会保障についての講演をさせていただきました。
41名が参加。初めての人もよかったと言ってくれまいた。
風邪のためにがらがら声で，聞きにくかったと思います。
○県議団会議予算要望書のまとめを行いました。
早く起きて社会保障の準備をしたので眠くて、3人で励ましながらや
り終えました。11時30分に終了。
ページトップへ

10/28 土

○朝から風邪気味。手紙の返事
○明日の社会保障学習会の準備

○20億の問題
○うたごえ喫茶の準備、
忙しくてお誘いがあまりできませんでしたが、50人以上の方がきてく
ださいました。
○長生き節のダンシングチームがますますバージョンアップして、楽し
みです。風邪で声がでなかったのですが、皆さんに支えてもらって何
とか歌うことができました。素敵な歌声をたくさん聞かせていただきま
した
ピアノにアコーデオン、エレキギターに三味線、横笛生演奏もよかっ
たです。

朝から昨日テレビを見たという人から電話をもらいました。
「よくわかった、これからもがんばってと激励を頂きました」
10/27 金

10/26 木

県庁の職員の人も「昨日出ていましたなー」と声をかけていただきまし
た。マスコミの影響は大きいと実感しています。
○県議団会議
周産期医療について子ども専門病院を求める会より申し入れ
○記者会見を行いました
○周産期医療の対策会議、シンポジュウムの相談
○王寺駅早朝宣伝。500枚のビラがまかれました。王寺・河合・上牧
から7人が参加してくれました。
受賞団体に選ばれた
すっかり忘れていたのですが、厚生委員会の副委員長のときに、慈
善団体からボランティア活動などをしている団体を表彰したいので推
薦して欲しいと依頼があり、アフガンに義肢装具を支援する会を紹介
していました。
それが今回審査の結果、受賞団体に選ばれたと喜びの電話を頂き
ました。来年の2月東京の帝国ホテルで授賞式があるそうです。
次女がボランティアでアフガンの行かせて頂いて以来のお付き合い
ですが、地雷で足を失った多くの人に一人一人にあう義足を作って届
けるだけでなく、将来は学校を作ってアフガニスタンの人が自ら義足
を作れるようにしたいという発想と行動力に感銘をしていただけに、本
当によかったと思います。おめでとうございます
○各派代表者会議
健康局長、医務課長がこのかんのおおよどびょういんの経過を報
告。 全容解明をすべきと主張しておきました。
お弁当を取りました
○議会運営委員会。
奈良市の職員が病欠なのに給与を丸々受け取り、奈良市の建設業
者を取りまとめていたという。22日の4チャンネル「闇の正体スペシャ
ル」で奈良県のなら土木事務所にも出入りしていた映像が流された問
題で、総務部長に奈良県で入札の関与などの実体はないか、よく調
査してほしいと要望しておきました。
部長はそのような議論があったことを伝えておきますと答弁。
○マスコミが取材に。周産期問題。同和問題など

10/25 水

○西大寺駅前で県議選候補者、参議院の候補者が勢ぞろい写真撮
影
○20億事務局会議、みんなでテレビを見ました。
8分ほどでしたが私の議会の追及やインタビュー。会の代表者の松
村さんのコメント、又全体のこともよくまとまっていて。やっとマスコミが
取り上げてくれたので、大変盛り上がった会議となりました。
色々いっぱいあった1日でした
○五位堂駅前早朝宣伝
26日の4チャンネル6時16分からのテレビで20億円問題が取り上げ
られることになり、紹介のチラシを配布。
写真を撮り忘れまし
支部の人が来てくれて300枚配布。
た
○広陵町寺前議員と、挨拶とテレビの紹介。
町営住宅の改修問題、ゴミ袋の問題、など要望も
○助役にもテレビのお知らせに行ってきました
○王寺町金田議員と宣伝、挨拶 5箇所
○幡野議員と宣伝挨拶6箇所
アンケートの返事を頂いたところに訪問、子どもさんのアトピーで医
療費が大変とのことでした。
○要求懇談会、南の地域にキャラバンに行ったときが大淀病院の事
故が報道された日で、各自治体では出産施設がないことで今どれくら

いの妊産婦がいるのか調査中とのこと。
県で何とかしてもらわなくてはと切実な要求が訴えられたとのことで
す。

10/24 火

10/23 月

10/22 日

○政策会議
1日朝から晩までよく働きましたお疲れ様
○女性後援会会議
○自治体キャラバン河合町
学校の耐震調査１次調査は終了とのことでした。
施設改修はトイレを中心に検討しているとのことです。
○自治体キャラバン上牧町
財政難の実態が職員の回答からにじみ出ていました。
新日本婦人の会で親子リズムなどの会場料金を無料にの要望が出
ましたが、２０００年会館の閉館も視野に入っているとのこと。
○２６日のボイスのテレビで２０億問題が取り上げられるため放映の
お知らせ、うたごえ喫茶、社会保障学習会お誘いの電話かけ。
○テレビの案内はビラを作り赤旗日曜版に入れたため、ここに張って
あるよとの返事もありました。
○小児、母子保健センターの実現を求める会
○「20億の会」緊急のおしらせ
○決算委員会のまとめについて意見を伝えました
２０億の会ニュース②
○周産期問題,
奈良市の職員の休んでいたのに給料が出ていた問題で昨日の闇の
正体スペシャルで取り上げられ、怒りが広がっています。
○高田土木と申し入れの日の日程調整
○北葛城郡議員団会議
○友の会広陵ブロック会議
今日は娘が用事のため以前からハルちゃんの子守を約束していた
ので夫と２人で、特急電車に乗りにいってきました。
伊勢志摩ライナーという黄色の特急はパノラマになっていて運転席
の後ろからガラスですべて見えるようになっています。ハルちゃんは
大喜び。手作りのお弁当。鳥羽から船でイルカ島に渡りイルカと、ア
シカのショーを見ました。１１時に電車で行って５時半には八木駅に。
大忙しで疲れましたが面白かったです。
○新聞の原稿チェック
○２０億問題
ページトップへ
ハルちゃんの保育所の運動会、生駒のおじいちゃんおばあちゃんも
きてみんなで応援に行ってきました。
３月生まれでクラスで１番ちびちゃんではらはらどきどき
でも０歳１歳クラスの子を見ていると大きくなったなと思います。

10/21 土

10/20 金

○王寺町街頭宣伝、吉川議員と美しが丘５箇所
○周産期のたらいまわし事故でお亡くなりになった遺族の方にお悔や
みとお話を聞きに言ってきました。
事実確認をきちんと調査をして。何が必要かその対策をとらなくて
は同じことがいつおきるかわかりません。
ご主人が女性にとって子どもを出産した後、幸せを感じると思うが妻
はそれも知らずに死んでいったといわれていました。
○畠田駅前早朝宣伝、金田議員と
話しかけてきた人がおられて文句を言いにきたのかと思ったら共産
党しかがんばってくれるところがないと激励に
ビラまきボランティアさんも参加。金田議員の知り合いかと思ったら
まったく知らない人とのこと
いろいろな応援を頂くと元気が出ます。
○同和利権問題で毎日放送が２２日１４時４５分から闇の正体スペシ
ャル、２６日１８時１６分からＶＯＩＣＥで取り上げられることになり、パネ
ルにして速報で知らせました。
足を止めてみていく人などいろいろでした。
周産期の妊産婦の死亡事故もあり、奈良県にいるのが恥ずかしいで
すといってきました。
○中央こども家庭センターに、知人から預かった衣類をとどけてきま
した。着の身着のままで逃げ込むので着替えは重宝するとのことでし
た、女性相談センターが完成しており見学させていただきました。安
全面も配慮したものになっていました。木を使った施設で温かみがあ
り女性議員で取り上げてきたことが実って本当によかったと思います

10/19 木

10/18 水

○政策会議
○王寺町議会報告会
目がちらつくので眼科に行ってきましたドライアイとのこと。決算委員
会のがんばりすぎが響いたようです。早く寝るに限ります
○王寺民報原稿
部屋の片付け
○中南和地区常任会議
奥西一夫先生の葬儀に参列。８６歳、歴史教育や民主教育に一生
をささげられた先生でした。教え子の方の弔辞は涙和お誘いました。
浜田先生の弔辞も奥西先生の人柄や教え子を戦争に送った経験
から二度と繰り返してはならないとして戦後歩んでこられた軌跡がし
のばれるものでした。
先生がまいてくださった種が奈良県のあちらこちらで芽を出し、花を
咲かせ手いること。また続いていかなくてはいけないことを感じまし
た。
最後のときまで教えを頂いたことに感謝いたします。年齢を感じない
みずみずしい版画に驚きました。
○広陵町自治体キャラバン
○生活相談・・・２件
○なら地方裁判所前にて２０億のビラまき
テレビ局から、妊婦の死亡問題で周産期センターを議会で取り上げ
ていたことについての電話インタビュー。
その後ご遺族の方からもお電話を頂きました
６月議会で取り上げていたことを、マスコミ関係者に聴かれたとのこ
とでわざわざ連絡を頂きました。二度と繰り返さないためにできること
がないかということでした。
大変つらい経験をされているのに、前を向いていこうとされているこ
とに頭が下がります。ずっと厚生委員会でしたのに力不足であったこ
とをお詫びしました。
○２０億問題で取材を受けました。
大淀病院は常勤医１名パート医２名で産婦人科を行っているそうで
す。県立ご状病院の閉鎖、再生会御所病院の閉鎖の中で出産件数
も増えていたことと思います。
○県議団で、県の健康安全局に申し入れ
周産期医療センターの早期実現を要望
○決算委員会最終日
○土木、水道委員会
土木は、京奈和自動車道路環境アセス・河川、道路の維持管理費
の削減問題。
土地収用委員会。年間１件から４件で月２回審議。報酬が会長で２
３万、委員で２０万。あまりにももらいすぎのような気がします。
ハイミールの裁判の関係者が３人も入っているのは偶然でしょう
か。

10/17 火

水道は大滝ダム。新たな地滑りの対策２箇所必要になった。
総括質疑では
差別がある限り同和をイメージした対策は必要、差別がなくなるとは
どういうことか。セクション交渉４３回目をやった、いつまで続くのか。
続けるなら他の団体も同様に扱うべき。

10/16 月

２０億きちんと回収すべき、平成２，３，４年の決算書類はないとのこ
と、２０億借りた直後の書類がなく。２０億もかりて機械をそろえたのに
古い工場の時代の売り上げの半分に減ってしまった。信じられませ
ん。
○福祉部。
不要額が１４億円も出ている、介護保険の保険料、利用料の減免を
求める。介護保険の不要がく１億９０００万円。滞納者は年々増加。
子どもの医療費では小学校卒業前までの拡充を求めました。
県は通院の医療費の年齢拡大も含めて検討委員会で論議するとの
こと。もう一押しです。
人権施策では同和行政の終結を求めました。
県は実態は改善したが差別がある限り、イメージして行う必要があ
るとのこと。大阪の同和利権問題に触れ、差別事件が元で行政が悪
いとセクション交渉が行われるようになり、解放同盟言いなりになって
きたことが原因。
さまざまな差別は、違いを認め尊重することでなくしていけるが同和
問題は違いがない、行政が特別対策を行うために地域を定めただ
け、１３年に国の特別措置法がなくなりもはや同和地域は存在してい

ない。
行政がいつまでも差別を探し出して対策を行うことが、差別を残す
原因になる。

10/15 日

○午後から商工、農林、教育委員会
２０億円の不正融資の問題・食肉流通センターについて・教育委員
会 ３０人学級について
○決算委員会の準備
１日缶詰状態、時間があっという間に過ぎていく
これだけ夢中になってできることがあるのはとても幸せなことだと思い
ます。
１日パソコンとにらめっこ、さすがに肩こり、目の疲れ
ページトップへ

10/14 土

10/13 金

○決算委員会の準備
○中和,東和障害者フォーラム 橿原万葉ホールで開かれました。
支援法について問題が噴出。挨拶をさせていただきました。
９月議会で自立支援法の改善を求める意見書が全会一致で採択さ
れたことを紹介。憲法の生存権や幸せに生きる権利を侵害している
法律は憲法違反とあいさつ奈良県の１７年度決算では福祉費の不要
額が１４億円もでていることを紹介しました。
○生活相談・・・
今日から静岡の実家のお祭りに娘一家が出かけていきました。電話
口からお囃子の音が聞こえてきてとてもにぎやかそうです。
○決算審査特別委員会.。
○歳出総務警察委員会.。
税金は憲法に基づくものである、納税の義務、応能負担の原則、使
い道も平和と生存権や幸福追求権が保障される範囲で使うもの。今
は原則をはずれ、お金のあるひとを安くしてない人から取っている、
共産党へのアンケートも生活が苦しくなった其の原因は増税と、年金
の削減が１番多い。県政も県民の生活を守るという大原則で予算を
使うべきと主張。なら県が同和対策の個人施作で最後に残っていた
同和対策の不動産取得税を終了すべきと質問。県は一般施策の範
囲で行うと回答しました。
人事評価制度では、導入した職場では精神疾患が増えたり、いやな
思いをしたりしていることを紹介。元祖のアメリカでも今は見直してき
ている、いいものなら取り入れたらいいがよくないことを行うと、県下
の自治体や、企業などに与える影響が大きく県はすべきでないと主
張しました。
総務部長は導入する方向で検討していると答弁。
警察に対しては逮捕の水増し報告をした警察官が自殺した問題を
取り上げ、佐川急便のときもトップの人が自殺した。
責任の取り方がそのようなものなら江戸時代と同じ、件数が多いほ
うが評価される仕組みなのか、警察の人事評価はどんなものかを質
問、警察では昭和３０年代からじっししているとのことでした。
少ない人数でハードな仕事をしていかなくてはいけない時代だから
こそ人事評価などの時間を使うのではなく働きやすい職場環境に改
善すべきと意見を述べておきました。
○昼休みに自治体キャラバンの県への申し入れ。集会が開かれてあ
いさつしました。
○午後からは、企画、平城遷都１３００年委員会
平城遷都1300年は誰が実施主体なのか、国の重要史跡で増してや
世界遺産を貸すのにはっきりしないところにかしてくれるのか、法人
かも考える。ボーリング調査には１３００年委員会で許可をもらった。
３５０億円の予算というがはっきりお金を出してくれる約束がいくら取
れているのか、には明確な答弁がありませんでした。仮設駅は３５０
億円以外の予算になること。
文化庁の史跡を貸す場合は貸す相手の、資産能力、信用などの条
件、又現状復帰が原則であり、３５０億もかけて何も残らないとしたら
もったいない、他の会場を検討しないのかと質問。県は厳しい財政の
中で人もお金もかける以上はそれに見合う効果のある事業としたいと
のことでした。
又東京の奈良県人会の意見として公的施設にトイレットペーパーを
設置して欲しいとの意見があった。おもてなしというなら近鉄やＪＲに
要望して欲しいの質問には申し入れることを約束しました。

お弁当はお休み、県
庁の近くのひさやさん
のお弁当を食べまし
た
人に作ってもらったの
を食べるのもいいも
のですね

10/12 木

○午後は私以外は誰も質問がなく、早く終了。月曜日の委員会のこと
で関係課がつぎつぎやってきました。
快晴。
○11時に決算委員会の打ち合わせの約束をしていたが、昨日から夜
中に起きて、寝て、また起きてという生活を送りまだ準備ができていな
い。１年間の決算がたった３日間半日で３部署ぐらい審議するのだか お休みです
らはじめから形だけのような審議、少しでも発言のできるときに県民
の思いを伝えたいと体力勝負となる、結局午後から打ち合わせに。
○夕方取材を受けました
○自治体キャラバン要望書まとめ
○決算の準備、県議団会議、打ち合わせ
担当課が次々とくる、議会を出たのが７時、いつも最後。

10/11 水
○生活相談・・・２件
孫のお風呂に入るのをお手伝い。
机に向かって気が付くと時間が過ぎている。眠いときは寝ます。

玉議焼き、牛肉とな
すとピーマンお味噌
いため，こいも、ハ
ム、しし唐のぴりから
りんご。梅干、昆布

10/10 火

○決算議会の準備
○運動をかねて町内のビラまき

10/9 月

国民融合の全国会議に行く予定でしたが、決算議会の準備ができて
おらず、決算書とにらめっこ
玉子焼チンジャオロ
ースちくわチーズ、き
ゅうりづめウインナ、
ししゃも おでんこん
にゃく、大根ジャガイ
モ梅干、昆布
○ ５時おきで、又車を走らせ、広陵町の町民体育大会に間に合うよう
にかえって来ました。
われながらタフで驚いています。体育大会はすでに入場行進が終わ
り、町長の挨拶をしていました。
到着するなり挨拶をお願いしますと頼まれて、遅れた理由を説明し
ながら怪我のないようにと挨拶。
１００メートル走の賞品渡しも頼まれて行いました。

10/8 日

10/7 土

玉子焼き、ほうれん
草胡麻和え金平ゴボ
ウ、煮豆こんにゃく、
インゲンかぼちゃ、ち
くわの煮物、レバーの
甘辛に。梅干、昆布

○第３２回国民融合全国会議が東大阪で開かれ、各地で起きている
同和利権や、不正問題をどう見るのか、鈴木良先生のお話では、こ
れらは封建時代の残りかすという本来の部落問題の属性のものでは
なく解同問題であり民主主義の課題として住民の力で改善さすぇなく 国民融合全国会議
てはいけない、今潮目が変わってきているとのことでした。
私も奈良の報告をさせていただきました。
各地の取り組みは大いに参考になるものです。歴史に残る会議に
なったように思います。
ページトップへ
○新日本婦人の会班会議
○県委員会総会
会 議が始まってすぐに母から腰が痛くて動けなくなったとの電話が
入り、急遽静岡に帰省。自分で車を運転。ちょうど満月で高速道路か
ら大きな月が昇り空に輝くまで見ながら行きました。
夕べ痛みで寝られなかった母は安心してぐっすり、休みました。
一人暮らしは心配なことがたくさんあります。
玉子焼き焼肉、ポテト

サラダ、ナスとピーマ
ンの味噌いため煮豆
梅干

10/6 金

10/5 木

○各派代表者会議
○議会運営委員会
○県議会本会議最終日
共産党が提出してきた意見書。障害者自立支援法の改正を求める
意見書．Ｃ型肝炎の意見書、医師確保に関する意見書が決議されま
した。
田中美智子議員が労働会館の使用についての反対討論を行いまし 玉子焼き照り焼きチ
た。
キンしし唐，酢の物煮
○決算委員会の打ち合わせ
物りんご、梅干
○20億裁判。第19回ラウンジ法定、次回は１１月１５日が終弁論で
す。
○認定子ども園のパブリックコメントが、今日からスタートです。
３週間皆さん意見を上げてください。
○県職員の飲酒に対する規定を調査
○労働会館の使用にかんする反対討論の件
○生活相談・・・生活保護について
○民生委員さんの件
○生駒病院問題
○王寺のニチアス工場にアスベスト問題対策会議で健康診断や調査
のことの申し入れ。
玉子焼きポテトサラ
王寺町宣伝。中村あつこ参議院予定候補、幡野美智子王寺町議,と ダ。ウインナ野菜の
私と３人で宣伝３箇所
肉巻き塩こぶ梅干し
しゃも
町内会の方がなくなりお通夜に行ってきました
ハルちゃんがどこで覚えたのか食事のときにいただきますというの
をイタダキマンゴといって笑っています。関西の子どもだな感心してい
ます。

10/4 水

○五位堂駅前早朝宣伝
○友の会広陵支部打ち合わせ

しおじゃけ玉子焼き
きゅうりとわかめ雑魚
冥加の酢の物ごぼう
の時雨煮、塩こぶ、ピ
ーマンの佃煮。梅干

○２０億問題の資料作成
○生活相談・・・税金問題
○生駒総合病院問題
○決算委員会の準備

10/3 火

10/2 月

○「今なぜ同和か」奈良県宗教者の会の主催により、学習会が開か
れました。私も２０億問題を報告させていただきました。
パワーポイントを使うのにいろいろな方のご協力をいただきました。
有難うございます。
京都本願寺派の住職さんの話は仏教会の古い体質と、同和問題が
歴史的に語られました。同和地域のお寺が立派なものが多いのは厳
正で差別されてもあの世に行けば幸せに慣れるとの思いで、血のに
じむような思いでお金を寄付したとのことです。又住職も本願寺で修
行をするには一般地区の３倍のお金を納めないと修行が許されなか
ったこと。それでも１ばん奥のところには入れなかったことなど。今ま
で知られていなかったことを聞かせていただきました。
大阪の姫野さんが、大阪市の同和行政の利権アサリの構図を話し
ていただき大変勉強になりました。
不正を正すこと、解決の道を具体的に進めることの必要を痛感しま
した。
○県議団会議
○議案の審査
○生駒総合病院跡地問題

玉子焼きウインナか
ら揚げ、煮物こんにゃ
く、人参ごぼうてん、
酢の物、きゅうり、わ
かめ、卵、府、小松菜
とあげの煮びたし。梅
干、ごましお

○首長の交際費が政党のお祝い金として支出されていたが、問題な
いかということを市町村に問い合わせ。
２００２年に西吉野村で村長が議員の当選祝いを贈ったことで裁判に 玉子焼き、チキンカツ

なり高裁は返還命令を出したケースがあったとのこと。
もう少し調査をするとのこと。
○健生会友の会拡大強化月間出発式
○河合診療所友の会総会のことを報告しました
○介護用ベッドのとりあげ問題
○新婦人の班ニュース作成
○豊徳館野村柔道場開設７０周年記念
野村忠弘杯少年柔道大会があり、大会顧問を委嘱され開会式に
参加しました。
全県の柔道を習っている初年柔道家が一堂に集まり、野村選手も
挨拶。野村選手のおじいさんが開設しましたが、勝つための柔道で
はなく礼儀や思いやりの心をしっかりと見につけてきたことで３回も
オリンピックで優勝できたと言われていました。
こんなすばらしいところが地元にあることを大変ほこりにおもいまし
た

10/1 日

○みっチャンファンクラブで広陵町の古文化めぐりを行いました。
雨にもかかわらず３１人が参加，坂野古文化会会長の案内で教行
寺。箸尾城跡。大福寺、櫛玉姫神社を見て回りました。箸尾御坊と
親しまれてきたお寺は台風で屋根が傾きましたが檀家の協力で見
事復興。建築物としても見事なものでした、柱も太く，鬼瓦の実物が
境内にありましたが背丈よりも大きくびっくりしました。
大福寺では副住職さんのお話を伺いました。住職さんは１０１歳と
のこと。痴呆が進行していく過程の葛藤や、心が通じ合っていくエピ
ソードなど、心温まるお話を伺いました、１１面観音立像が見事なも
のでした板曼荼羅の、修理も働きかけているそうです。
最後の櫛玉神社は１０月の終わりに山車がでるお祭りがあるそう
です。広陵町は文化財の宝庫です。
○サラ金高金利悪徳商法被害者の会若草の会の結成式があり、奈
良に行ってきました。若手の司法書士さんが中心で頼もしい限りで
す。

ピーマンと人参の金
平
こんにゃく、大根、昆
布の煮物、豆腐の炒
りに、きゃらぶきの佃
煮、
梅干

鬼瓦

御坊さんの柱

箸尾城跡の石碑
ページトップへ

