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●少し肌寒いような日でした
●今日から県議会が開会です。県庁に行く途中本屋さんで孫の誕生日プレゼントを買ってきまし
た。提案議案は32件、補正予算はありません。
●本会議終了後、AEDの講習会が、議員会で行われました
各地に、機械が設置されるようになりましたが、しっかり講習を受けておくことが大事です。私は使い
終わったときには元に戻せばいいのか、つぎにすぐ使えるように貼り付けるシートの交換などは必
要ないのか質問しましたが、まだはっきりした決まりは無くどうも今後の課題のようです。他の事は
導入にかなり慎重ですが、この機械は急激に設置が延びています。道に倒れている人がいたら
AEDをもってきてもらうのと119番通報をお願いしてその間に人工呼吸、救急車到着まで2分間くらい
の艦続けてくださいといっていましたが救急車が着てから搬送先を探すのに時間がかかり、救急医
療は課題山積です。場所によっては公民館においてあるが鍵がかかっていてすぐ使えないなどの
話も聞いています
●赤旗のお勧め、新聞の集金、会議。
●とても蒸し暑い日でした。朝から雨のため広陵町主催の避難訓練はなし。午後から葛城北民主
商工会第13回総会、グリーンパレスであり挨拶をさせていただきました。
●広陵町支部総会 挨拶、大急ぎで法隆寺まで車を走らせ電車でて奈良にいき奈良民主医療機関
連合会総会にさんかやっと理事を退任させていただきました。ナースウェーブ。ドクターウェーブ、に
続いて介護ウェーブに取り組みます。
●介護保険がスタートして8年、そのとき入職したスタッフが結婚、出産を迎える時期、本当に人手
が足りません。今大波を起こさないと介護の支え手が無くなり介護保険自体が成り立たなくなりま
す。
●クーラーの部屋から又外に出てと家に帰ったｒぐったり、夏ばてでしょうか、少し寝たら元気になり
ました。
ページトップへ

6/28 土

6/27 金

6/26 木
6/25 水

●新婦人メロディー班で、ティッシュペーパーカバーを作りました。とても簡単ですが、最初きちんと
計っていなかったためサイズが小さくなってしまって置物カバーにと変身。先生の見本を頂きまし
た。いろいろな布を並べながら選んだり針仕事をしたりとても楽しいですね。
●平和の集いの出演のコーラスの練習、「1本の鉛筆、いとし子よ」の練習をしました。久々に声を上
げて歌を歌いましたがかなり疲れました。
●午後の予定がキャンセルになって議会の準備、新聞集金、など夕方から県議団会議で奈良にい
ってきました。代表質問，一般質問について論議．みんなで作り上げていきます。タクシーチケット問
題で国土交通省の役人が残業していた理由が国会議員の質問を作成していたためだったとか。答
弁ならわかりますが質問を作ることは議員の責任です。
●王寺町で新聞を進めていた方が購読していただけることになりました。
●とても蒸し暑い1日でした
●議会運営委員会、
●香芝お話ローソクの会、東京子ども図書館の松岡享子先生に来ていただき学習会を行いました。
5人の方がそれぞれお話をした後で先生が意見を述べられるのですが、心当たりのあることばかり
でとても参考になりました。
以下松岡先生のお話です。「話には、人柄のように話の柄がありそれに合わせて語り口を変えた
り、話の強弱、間も取り方、スピードが求められる。話は自分が語るのではなく相手に語りかけ相手
とコミュニケーションをとる手段。お話を覚えるとつい覚えたお話を間違えずに伝えることに集中して
しまい子どもの反応など二の次になることがときどきあります。特に新しいお話を覚えると自分のみ
についていないためにそうなりがちですが、たくさん覚える必要はありません。いくつか覚えて自分
のものにしてしまってたくさん語ることです。伝えることは1つでいい、大切なのは子どもと楽しむこ
と。」先生のお話を聞いてとても楽な気持ちになりました。
質問の中で、「小人の靴屋を話そうとしたら、小人は差別だといわれた」という意見が出されみんな
の考えを聞かせて欲しいと問題提起されました。
ちび黒サンボが同じような理由で本も出版が出来なくなったことがあります。そのような発言のば
あい全体のストーリーを見ずに言葉尻だけを捕らえがちになることがしばしばあります。食べ物でも
栄養があってもアレルギーでだめという人もいます。そんなときはその話をあえてしなくても世の中
には沢山のお話がありますから別の選択をするのもひとつの方法です。いいお話は子どもの心の
中に生き続けいつかかならずまたでてきます。お話とはそういうものですという先生の話がとても印
象に残りました。
●訪問1件。赤旗が増えました。
●無所属だった宇陀の田中唯光議員が自民党会派になったとの連絡が入りました。6月議会を前
に県の政界も変化がおきています。
●金田議員と赤旗のお勧めと県議会の学習会のお知らせに回りました。
●夕飯の買い物、食事、生活相談
●午後から河合町南口議員、支部の人と高塚台方面の新聞のお勧め。日曜版1部が増えました。
●夜も会議の予定でしたが、子守りで中止。
●政治倫理条例について学習。
●過疎水資源対策特別委員会
●吉野山の桜について
●土砂災害について質問しました。
1、国有林の伐採方法
2、県内の土砂災害の復興情況とその後の点検について
3、土砂災害マップ
●医療問題、橋本市民病院産科体制スタッフ不足と聞いているが受け容れしてもらえるのか。川上
村の診療所の医師確保問題について。
を質問しました。今回から特別委員会もネット中継になりました。県議会のホームページでご覧下さ
い。
●マスコミ取材
●県庁の屋上の公園の工事が完成し内覧会が行われ見学してきました。

ティッシュペーパーカバー

玉子焼きしそ。ごぼうてん
こんにゃくの煮物
鳥の照り焼きインゲンの
和え物うる名和紙ゴマ梅
干

右から山村宮本今井

屋上がウッドデッキと芝生
になっていました7000万
円です
6/24 火

6/23 月

6/22 日

●委員会質問の打ち合わせとレクチャー
●今日から次女のところに韓国の大学生がホームステイに来ることになりました。我が家にも1度つ
れてきてくれるとのこと、楽しみです。
●生活相談
●過疎水資源対策特別委員会の質問について、概要をまとめました。
●20億問題
●「地域の再生について」電車に乗ると本を読めるのがうれしいですね。そこに暮らす人々の基本
的人権が守られる地域づくりが求められています。自然との共生など各地の様子が紹介されていて
なかなか面白い本でした。
●北葛城郡ブロック会議
●過疎地の診療所の医師問題について要望が寄せられました。
●生活相談・・・・・障害年金の件。難病で寝たきりになっているのに加入期間や初診日の関係で年
金が受けられません。たった1ヶ月掛け金が抜けていました。家族の分も調べてもらいましたが同じ
く1ヶ月だけ抜けています。前後は払っているの何とかならないものかと考えてしまいます。年金が
受けられるのと受けられないのとは大違いです。無年金障害者の裁判が起きていますが、このよう
な事例は多いと思います。
●日本共産党副委員長の浜野さんを招いての学習会。奈良県はソ連崩壊など全国的に共産党が
後退したときでも前進してきたところだということです。当時参議院の候補者として県下を回っていた
のを思い出しました。自公政権が行き詰まり、新たな道を国民が探し始めていること、国民の願いと
日本共産党の綱領が近づいてきているなど、話してくれました。
ページトップへ

6/21 土

6/20 金

6/19 木

6/18 水

6/17 火

●県議会準備
●品川正治氏を招いて生駒、生駒郡、北葛城郡9条の会による講演会がいかるがホールで開かれ
ました。「21世紀こそ平和憲法が良く似合う」というテーマで、経済界の立場から見た憲法9条への思
いを語ってくれました。終わってから、品川さんを囲んでの懇親会に参加。7月で84歳とは思えない、
また経済界の代表をされていた人とは思えない気さくでやさしいお人柄にとても惹かれました。今月
も10回の講演依頼があるとのことです。
奈良ホテルに宿泊されていると聞いて奈良県に外資系ホテルを持ってくることの意見を聞いてみ
ました。「奈良ホテルのように下に部屋を作っているようあまり高くしないほうがいいね」と感想を聞
かせていただきました
品川さんと
京大で日野原重明先生の後輩に当たるとのこと、どちらが社会のために永く頑張れるか競争され
ているとか。

●西川仁郎さんの葬儀に参列。私が候補者になるときに話に来てくれたのが西川さんでした。こん
なに誠実な人の要請を断れないと思いました。平群町の議長をされ、辻第一さんの現地秘書とし
て、皆さんの思いを受け止めならの人々の気分感情も踏まえ政治革新に生涯をささげた方です。
「井戸を掘る人の苦労は知らなくてもいい、おいしい水をみんなが飲めるようになったらいい」という
のが西川さんの言葉と紹介されました。
玉子焼ききゅうりとウイン
●議案説明を受けました
ナの串ナスとピーマンの
●県議団会議
味噌いためかまぼこ、焼
肉
ししゃも塩昆布
●有精卵がなぜ必要だったかがわかりました。
脳卒中にならないように一生に1回飲むといいと今ひそかなブームになっているそうです。作り方
は，１、有精卵の白身1個分。２．蕗の葉3～4枚細かく刻んでもんで絞り汁をこしたもの、小さじ3杯、
３、清酒小さじ3杯、４塩梅１こをすりつぶす 製法は必ず順番とおりに入れること
知り合いの人から分けてもらった有精卵を届けたら大変喜んでレシピを教えていただきました。試し
てみようかなという気になりました。国分市の老人ホームで数千人が試されことごとく健在とのことで
す。
●訪問4件
●上牧町平和行進
●上牧議会傍聴、ここは傍聴人記録がありませんでした。河合は記録があって他の人がだれが来
ているかわかるようになっていました。広陵町は細長い紙に名前を書いてポストに入れる仕組みで
す。河合も広陵も名前の横に年齢（！）を書く欄がありました。
●石丸議員の質問の途中でしたが、年金を払っていないと国保料を払っていても短期保険証しか
発行してもらえないような制度がスタートしていますが。「市町村はできる」という書き方のため、「上 有精卵を分けていただい
牧町では導入するな」と質問。町は、国保窓口で社会保険事務所の年金情報をリンクさせて国保を た、ところの雄鶏です
払っている人にペナルティを掛けるやり方は理解してもらいにくいということで、国保をしっかり納め
てもららえるようにすることが先と答弁しました。
●ここでも再質問は1問1答、時間の制限がありません。国から研修に来ている若い成年が3人傍聴
していました。これから官僚になる人が住民と直結している行政を研修するのはいいことです。
●おみち（宗教団体）の建物がほぼ完成状態に入居が始まっています。地元にどのような工事にな
るのかまったく説明がないとのことです。知らないことの不安があるようです。
●赤旗が1部増えました
●王寺駅早朝宣伝、久々の宣伝になりました。金田議員と宣伝。後期高齢者医療問題で訴えまし
た、高齢者の方が関心を持って耳を傾けてくれました。ビラを受け取ったりしてくれました。
●生活相談・・・・・有精卵について、派遣がクビになって家賃がたまって生活が大変とのこと
●プール問題
●ホームページ更新
●女性の会議

もうすぐ2歳カメラを向ける
とポーズします

●県庁へ、6月議会の議案の説明を財政かより聞きました。
●国有林の問題で調査。国土が林業の衰退で放置され地盤が弱くなって岩手の地震でも山崩れで
堰止湖が出来救出を困難にしてます。その国が国有林を独立行政法人に任せて採算を追求するよ
うになり、山の伐採もいい木を育てる間伐でなく、いっせいに刈り込む皆伐が行われているとのこ
と。大雨が降れば水の通路になって山が削られていきます。
●農林業が活性化することは国土を守り食料を守り多くの雇用を生み出し地球温暖化も防止できる
道です。過疎問題は過疎地域で生きていくことが出来ないために起こってきています。過疎問題は 玉子焼き、さんまの蒲
いろいろなことを考えさせられます。
焼、、小松菜とあげの煮
●訪問1件
物、ウインナ、ポテトサラ
ダ、金柑ごま塩
昆布、しそ梅かつお
（大葉がたくさん出来るの

で刻んで、梅干の種を取
っ
て刻みかつおと練り混ぜ
る
食卓の1品になります

6/16 月

6/15 日

6/14 土

●議会準備
●広陵町議会傍聴、八尾春雄議員、山田美津代議員の初質問。この間の住民要望が良く調査され
て質問していました
広陵町は最初に質問を数項目行いそれに対して答弁がありその後は１問1答形式で最初の質問
と合わせて3回まで質問が出来るため傍聴者にとてもわかりやすいと感じました。青木議長も「3回
目です。次の質問に移ってください」と議事運営もはっきりとしていました。
妊婦検診では今年から3回になりましたが、5回まで出来るように財政面で検討したいとのことでし
た。また出産できる施設の設置も応援したいとのこと。
今後の産科医療の課題でもある健康な出産はバースセンターなど助産師さんに頑張ってもらうよ
うにという方向と一致します。地元で前進できるのはうれしいことです。
●生活相談・・・・・ 医療問題について。
●朝から4歳の孫が「じいじ竹公園に滑り台に行こう、ダンボールもってきた」とやってきました。滑り
台が太陽熱で暑いのでみんなダンボールをお尻に引いているようです。
●生活相談・・・・・生活保護について。
●八尾春雄議員とエコール真美で宣伝。後期高齢者医療制度廃止を訴えると「頑張って」と声をか
けていただきました。
エコ真美で宣伝
●奈良県母親大会に参加、伊藤千尋さんの講演を聞きました。憲法を守ることは誰かに押し付けら
れるものではなく自分で考えて行動すること。ベトナム戦争の蜂おじさんの話。アメリカ議会でのイラ
ク戦争反対をたった一人貫いた人の話。イラク戦争で息子をなくしたお母さんがブッシュ大統領にな
ぜ私の息子が死ななければならなかったのかと訴え続けた話、コスタリカの憲法の話どれもとても
勇気付けら得ました。
コスタリカでは大学生がイラク戦争支持を表明した大統領を憲法違反だと訴えて勝利し、アメリカ
のホームページからコスタリカの名前を削除させたり、８歳の小学生がボール遊びをしていて川に
落ちたのはガードレールが無かったから、だれでも愛される権利があるという憲法に違反していると
訴えたとのことです。年間12000件の憲法訴訟が行われそのための専門家を増やしているとのこ
と。コスタリカという国はとても魅力的でいってみたい国です。
ページトップへ
●生活相談・・・・・、医療問題、年金問題。
●「いとし子よ」の歌をまほろば音楽祭でみんなで一緒にコーラスすることになりました。練習に参加
できないのでテープに吹き込んでもらいました。
●日本と奈良県の医療を考えるシンポジウムに参加しました。現場の医師、助産師、山下よしき参
議院議員などがそれぞれの立場で訴えられました。
混合診療によって最初は利益が出ていた歯科医師が今では保険の範囲が減らされ年収200万と
いう例があることが紹介されました。又勤務医が大変で開業しても、それに見合う収入が無く奥さん
を受付に座らせて子どもを作ることも出来ない。中には開業しながら診療の合間に近くの病院にア
ルバイトに行っているなど、驚くような報告がされました。 医師は数としては増えているが医療機器
が高度になるとその分人手がかかったり、女医さんが増えていて労働に制約があったりなど現場の
医師不足の深刻な実態が報告されました。また看護師さんも仕事がいっぱいでその間に研修や会
議などがあり家族との折り合いがうまくいかず仕事を辞めていく人がいること。
最後に山下よしきさんが「日本の医療費は31兆円パチンコ産業と同じ。ﾄﾞｲﾂ並みにすればあと9兆
円増やすことが出来る。4兆円あれば患者の窓口負担を０に出来る、新涼報酬を10％増やすには2
兆円、1兆円で医師不足を解消できる。お金をどう使うかが問題です。」とまとめられました。
●自治会の役員会、夏祭りの相談をしました。

図書情報間で給食の食器
の歴史をやっていました、
懐かしいので思わずパチ
リ

医療シンポジュウムです

6/13 金

6/12 木

6/11 水

●県議会へ
●広陵町オークワ横の交差点付近で歩行していた女性が走ってきた車に引かれて死亡した問題で
県警に事故の状況をうかがいました。横断歩道がありませんがオークワに買い物に行くなど道路を
横断しているのを良く見かけるところです。お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。何ら
かの対策が必要です。。
●固定資産税の課税について説明を聞きました。
●県議団会議。新谷紘一議員の奥さんがお亡くなりになり葬儀に参列しました。62歳まだまだこれ
からです。心からご冥福をお祈りいたします。
●奈良県立医科大学総合周産期母子医療センター県議団5名と豆田よしのりさんと訪問し、医大の
関係者の方々と懇談してきました。施設が一定整備されスタッフも配置されていますが小さな命と向
き合って１日中過ごしていくという緊張感、定められた空間、のなかで専門家を育てるのに3～4年は
必要。設備と、スタッフの力と、医学の進歩と。それを取り巻く環境と相対の中に医療は存在してい
ることを改めて実感しました。これまで現場で懸命に支えてくださっていることに改めて感謝したいと
思います。若い力が確実に育っていることをとても頼もしく感じました。人工呼吸器を使っている子ど
もさんが現在8人もいるとのことです。長期の子どもさんは3年になりますが在宅にしたときにそれを
受けてくれるところが無いことが問題だということです。
今後の産科問題はバースセンターで健康な出産を扱い、重症患者をセンターが診るという役割分
担が必要です。現在高齢出産の多胎児が増えていて、開業医が見なくなっているためセンターに集
中しているとのことでした。奈良県は障害児の対策が、大阪と比べてまだましという話でしたが遅れ
ているという認識でしたので再度どこまで到達して現在の課題は何かを把握することの必要を感じ
ました。
●後期高齢者医療制度について、奈良県広域連合に共産党議員団で中止撤回の申し入れに行っ
て来ました。いまだに保険証が届いていない人が70人もいるとのことです。衆議院で審議が始まり
ましたが間違った医療制度は廃止しかありません。与党案で低所得減免を出していますがいずれ
にしても混乱するなら廃止して元に戻すべきです。コンピューターのソフトを扱うところだけだ大もう
けをすることに代わりません。
●河合町議会、南口よしえ議員の質問を傍聴しました。現在１議席ですが、住民の声を届けるかけ
がえの無い貴重な議席であることを改めて実感しました。議会でも話題になった天理王寺線の道路
問題は公共事業である以上は住民合意と出来て喜んでもらえるものでなくてはいけません。県道で
もあり連携していきたいと思います。
●健生会友の会と理事会と懇談会に参加、保険証の未交付問題が患者さんの受診抑制に繋がっ
ています。
●テレビで過疎地域の医療問題をやっていました。病院の医師がいなくなりその分リハビリ室を治
療スペースにかえて銅線を短くし少ないスタッフで働きやすくしていること。地域の診療所との連携
で入院日数を減らしたくさんの人が病院を使えるようになったこと。又女性の医師が出産子育て中
も医療のレベルが保てるように自宅で画像診断が出来それをフォローする体制，院内保育所や病
児保育などいろいろ参考になりました。
●生活保護の通院費の支給制限が撤廃されることになりました。10日付で厚生労働省が通知をし
たとのことで、早速県に確認。ファックスを頂きました。この間相談を頂いていた方に報告。交通費

が出なくなったら今の病院に行くことが出来なくなり、「うちの人の病気はあそこが一番合っていて、
使えなくなったらどうしよう」と心配していました。「本当に良かった」と喜んでいただきました。
相談を受け、県の対応を調査し、国が決定しない前から制限をしようとする動きに対して、個別の
事情も見ずに対応すべきではないと申し入れ、小池晃参議院議員の所にも連絡。全国生活と健康
を守る会も申し入れを行うなど反撃の動きが高まりました。
●以前生活保護でタクシー代が認められず。土手を自転車で走って市民病院に通っていた末期が
んの患者さんが途中で吐血して倒れた経験があり、これについては特別な思いがありました。
●生活相談・・・・・障害年金について
●広陵町長に助産院の問題で申し入れ
●広陵町内街頭宣伝 6箇所 後期高齢者医療制度や、秋葉原問題、人間らしく生きられるように
政治を大元から変えるときですとの訴えに手を振って応えてくれました。
●法務局にて調査

6/10 火

6/9

6/8

●訪問１件
●県庁へ。公共下水問題について県の下水道課より説明を聞きました。
●生活相談 セカンドオピニオンについて
●成年後見人制度の相談窓口について
●吉野山の桜に関して国政事務所と打ち合わせ
●椿寿荘の廃止問題で県より説明を受けました
●中南和地区委員会総会

玉子焼きウインナときゅう
り
の串刺し、焼肉
ポテトサラダ煮物しいたけ
厚揚げ高野豆腐
しそうめ ごま塩

月

●書類の整理。バッチリ！
●生活相談・・・・・障害者の子どもさんの親から亡き後、だれか相談にのってくれる人がないか相談
したいとのこと。お父さんは69歳、未熟児で生まれた双子のお子さんは40歳とのこと。成年後見人
は、現在お父さんがなっているとのことでした。年金書き換え通知なども自分がいなかったら手続き
も出来なくなると心配されている様子が伝わってきました。調べてお返事をする約束をしました。
●国民健康保険について
●後期高齢者医療制度廃止の申し入れについて、県広域連合事務局に連絡し12日に約束をしまし
た。
●２０億問題

日

●町内会の清掃。心配していた雨も無く太陽も照り付けずちょうど良い天候でした。
●奈良県商工団体連合会定期総会挨拶
●午後から下市に行くまで時間があったので以前から一度行こうと思っていた葛城市にある「宙」と
いう、民家を改築してカフェ、食事、雑貨などを扱っているところでランチを食べてきました。食後に 奈良県商工団体連合会の
出てくる煎茶のゼリーがとてもさっぱりしておいしかったです。民家の立ち並ぶ一角ですが、癒しの 挨拶
空間のような落ち着きがあって、体によさそうな無農薬の野菜を中心とした食事は若者や、女性に
人気のようです。熟年カップルも来ていました。
●南和地区の活動者会議で司会をさせていただきました。下市町は7月6日に市田書記局長を迎え
て大演説会を行う予定です。地元の方々がとても喜んで必ず成功させようという意気込みを感じま
した。会議終了後、吉野町の藪坂議員と演説会のお誘いに回らせていただきました。７人が約束し
てくれました。
葛城市にある宙
ページトップへ
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土

6/6

金

6/5

木

6/4

水

●保育所の参観会。おお張り切りでした。
●調査打ち合わせ
●議会報告会をする会場の申し込み
●河合町南口議員と住民の要望を伺いました
●宣伝カーで流しながら家に帰ると、孫たちが手を振ってお出迎えをしてくれました。夜は孫4人が
勢ぞろい、スイカひとつで大イベントです。
●今日は１日県議団の学習会を行いました。5人がそれぞれテーマをきめて行います。教育につい
ては宮本議員、町づくりと景観問題は中野議員、食料と農業は田中議員、安心安全条例は山村議
員、医療構造改革は今井が担当。チューターをするのが勉強になります。
●県委員会総会
●後期高齢者医療制度廃止法を参議院が可決しました。4月にスタートしたばかりの制度2ヶ月でこ
のような状況になったことはいかに国民の怒りが大きかったかが伺えます。
衆議院では与党の数が多いわけですが与党の中からも大きな反対の声が出されています、世論
を大きくする頑張り時です。
●広陵町平尾のバス停横の水路のふたとガードレールの要望について高田土木事務所より現地
にて説明を聞きました。前は県道ですが横が町道のため町が行うとのこと、ただし地元の要望を出
してもらうことが必要とのことでした。
地元ではいくつかの要望の３番目の要望事項とのことですが、すでに1.5メートルもある水路に転
落している事故が出ており、緊急性があると思われます。限られた予算の中で緊急度をきめること
は難しいことです
●県庁へ、医師の研修制度の問題について、医療事故の保険について。
●昨日吉野の桜の木を見に行ったことが赤旗で報道され、いろいろなところから声をかけていただ
きました。県の担当課よりレクチャーを受けました。
●県議団学習会の資料を準備
●中南和地区常任会議
●生活相談 裁判について
●五位堂駅前早朝宣伝
●助産師さんとの懇談、医療法１９条があり開業に当たって受け容れて
もらえる医療機関が必要とのこと
地元にお産のできる施設が出来ることはうれしいことです
実現できるまでみんなで応援しましょう
●吉野の桜の木が枯れてきている問題で、田中美智子県会議員と藪
坂まさ議員とともに吉野町役場でレクチャーを受けたあと吉野山で実際
の木々を見てきました。
枝には白くびっしりとウメノキゴケがついて桜の地肌の赤みを帯びたき
れいなつるつるしたものはほとんどありませんでした。

静岡のおばから
新茶としいたけが届きまし
た
新茶の香りはとても気持
ち
が落ち着きます

苔がいっぱいの落ちている枝を拾うと、中がふわふわの空洞になって
おり驚きました。
10年前にも「後10年持たないといわれて、まだ持っているから」と地元
では危機意識があまり強くないようです。
世界遺産でもあり、国定公園でもある吉野の桜。1300年も続いたもの
を今の時代に亡くすわけには行きません。早急な対策が求められます。
苔に覆われた桜の木
●生活相談・・・・・医療について

ガソリンが１７６円びっくりです。
6/3

火

●県庁へ

医療費適正化計画、について調査
林政課より議案の説明を受けました。
●ホームページの更新について
●妊産婦検診について、
●２０億問題 など

玉子焼き、鳥とキャベツの
みそ焼き
いわし，大葉、ハム煮豆。
梅干ごま塩、山椒昆布

●奈良県の観光を視察。県議団で奈良交通観光バスで世界遺産めぐりをしてきました。

奈良に住んでいるのに観光バスは初体験でした。
いつもの道をガイドさんの説明を聞きながら行くと、なるほどと変に納得してしまいます。
運転手さんが女性だったのもびっくりしました。
食事とお抹茶、お茶のお土産も付いて7,400円。拝観料などを考えるとこんなものでしょうか。
法隆寺、中宮寺、慈光院、薬師寺、唐招提寺、平城京と朝10時出発で４時３０分まで世界遺産なら
を
堪能しました。

近鉄奈良駅から出発
法隆寺にスロープが付いていました。
慈光院は、２０年に１度茅葺を変えますが、ちょうどその時期でした。
足場の間からお庭を撮影
6/2

月
バス２台でした

薬師寺はとてもきれいでした。東塔が建立時より２メートル下がっているそうです。西塔も２メートル
下
がって将来一緒の高さになるよう設計しているとか。
世界遺産法隆寺の前で
コンナ綺麗な仁王像ははじめて見ました。
中野、田中、山村。今井

唐招提寺は来年の秋に修理が完了するそうです。仏像の修復が公開されていて見学してきまし
た。
平城宮は朱雀門が月曜日で閉まっていました。
どこも駐車場が少しはなれたところになるので、結構歩くことになります。運動不足の私にとっては
い
い運動でした。一人ではとてもコンナにまわりきることは出来ません。
奈良の世界遺産を見ようという方にはお勧めです。
●赤旗のお勧め、日刊新聞と日曜版と増えました。
●安心して「お産できる奈良県にしたいの会」のイベントが地元の王寺町のリーベル王寺で行われ

6/1

日

参加させていただきました。
お産についての話のところに参加、奈良県の産婦人科のことや自宅出産のビデオを見た後グル
ープごとに話し合い。
お産にご主人に立ち会って欲しかったという声や、助産師さんからは永く診察を待たされて、診察
のときに大丈夫ですよという簡単な説明では納得できないという声など。助産師さんからはお産は
産む女性が主体者です。言うべきことはきちんと言わないと永い夫婦生活においてもとても大切な
こととのアドバイス。
私たちの頃とずいぶん変わってきていると思いました。
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