
  日記　’09-3月　

　（2009）３月 

ご意見やご要望は
　こちらのメールで

'09-12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 １月

　'08-12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 １月  

3/31 火 

●生活相談２件、教育問題、親の承諾なしで特別支援学校入所がきめられる問題で相談有。施設
面での受け入れが困難との理由によるものですが高校の入学では施設面お池入れ拒否は不当と
の判決が出ています。
●医大の委託先の労働者の解雇問題
●モルモットを飼育している委託会社が子会社を作り労働条件を悪くして従業員に出向を強要、拒
否した人に強制退去命令などが起こっています。
●民報１部拡大
●母のお見舞い
●議員団ニュースのチェック

3/30 月 

●県庁へ、退職される方にご挨拶、赤旗新聞購読のお願い
奈良県環境衛生研究センターに農薬の新しい測定機械がやっと入ったということで山村、中野議員
と視察。８００種類以上ある農薬ですが５００種類以上測定で切るとのこと制度はプールに目薬を１
滴落としただけでもわかるそうです。危機管理がいろいろ言われていますが、食の危機管理は身近
であるだけにとても重要です。
●技術者の高齢化が進んでいます。新しい機械を十分使いこなせる技術の継承が課題です

  

3/29 日 

●生活相談、医療について
●医療法人健生会デイサービスセンターこもれびの開所式に参加、広陵町に始めての民医連の施
設となりました。広陵町と河合町の境界にあるため今まで診療所のデイケアに通っていた人も利用
できます。予防のリハビリも出来、ウッドデッキで広い明るい空間になっていました、足湯もあってわ
くわくうきうき出来そうです。地元の期待も大きくこれからが楽しみです。
●香芝市議会議員選挙２議席そろって当選できました。

ページトップへ

3/28 土 

●労災の遺族年金の問題で意見書を作成。過去に受けた手術、奈良医大、大阪労災病院,星が丘
厚生年金病院いずれもフェブリノゲンの納入先リストに載っていますがカルテが保存されておらず
不明、術後黄疸が出たとのことで輸血と肝炎のことを調査。又膀胱炎で手術の受け輸血しています
が脊髄損傷と膀胱炎の関係も調査、もともと医療ソーシャルルワーカーのためこのような問題はほ
っておけません。
●脊髄損傷で大きな手術を受け輸血して最後は肝不全でなくなることはこのケースに限りません。カ
ルテがなくて立証できないのなら輸血したことと直後の黄疸、肝不全でなくなったことの因果関係が
ないことも立証する責任があると思います。

●家族に問い合わせの電話をしたところ、今日監督署から決定通知が届き、遺族年金支給却下を
取り消すことで決定とのことです。電話口で２人で大喜びしました。意見書は無駄になりましたが、
問題の深さを勉強させてもらいました。
●自治会の総会の出欠票を集めにまわってきました。
●孫のおもり。次女が孫を連れて帰ってきたので４人の孫で大賑わいでした、先日満１歳になったハ
ナちゃんはいくつと聞くと指１本立てて見せる姿がとてもかわいいです。

3/27 金 

●上牧町長と面談、豆田衆議院予定候補、上牧町議員団とともに１２日の演説会の弁士をお願いに
行って来ました。
●整形受診、あと１週間でギブスは取れそうだということです。
●香芝に４月１日からオープンの医療つきの高齢者住宅というところの内覧会に行って来ました。１
階が診療所、２回が住宅、３階が透析施設で奈良県で初めてとのことです、最後まで透析治療が欠
かせない高齢者には理想的なところです。

●母のお見舞い、主治医の先生にも意見を聞かせていただきました。輸血と透析が両方出来れば
それが一番とのことです。
●生活相談で寄せられた労災の遺族年金の近いうちに結果がでるとのことで来週にも監督署に行く
ための意見書の作成。最後の国保病院にカルテが残っていることを確認家族に病歴など必要事項
を取りに行ってもらうよう連絡。
●香芝市合同演説会、会場いっぱいの参加者で両候補の必死の訴えも感動を呼んでいました。私
も香芝で日本共産党の歴史の重みとそのバトンを渡すことの大切さなどお話させていただきまし
た。

3/26 木 ●河合診療所生活相談会
●労災の遺族年金について。昭和３４年の労災で脊髄損傷になり手術のときの輸血が原因と思わ
れるシー型肝炎、肝臓癌、肝不全でなくなった、遺族の方が労災の遺族年金をしんせいしてきゃっ
かされたとのこと理由は因果関係が不明。監督署に問い合わせ死亡診断書に記載されている脊髄
損傷の手術の輸血による肝不全ではだめですかとたずねました。電話ではいえませんとの返事で、
関係書類を集めて来週にも行く必要があります。
●厚生年金の手帳が２冊有,１つにしてほしいといっていたにもかかわらず支給時に聞いていた額よ
り少なく調べたとこと最初のころの分が支給されていないことが判明。社会保険事務所に申し出て４
＾５ヶ月待って欲しいその後遅れてまとめて支給といわれたが遅いので問い合わせると時効！！

●雇用保険、夫が６０歳、年金支給と雇用保険とどちらが有利になるのかなど、社会保険制度の関
係する相談が寄せられました。
●県庁職員の異動について届けに来てくれました、大規模異動です　
香芝議会選挙個人演説会応援弁士　芦高、池田両候補の演説会に行って来ました。
●皆さん私の手に注目するので最初に骨折したことを話して、後期高齢者の通知が届いた中に転
倒骨折に注意と書いてあったことを紹介
いつまでも若いと思わずぬ注意しましょうと言って会場が和んでからから演説の本題に入りました。



帰りに後期高齢者になったからまともな検診も受けられなくなりましたと声をかけてくれたり、リハビ
リの方法をアドバイスしていただいたり、骨折は痛いけれど其の分いいこともいろいろあります。

3/25 水 

●県議会最終日、各派連絡会、議会運営委員会。知事の山村議員への答弁の中のとんちんかん発
言は議事録から削除されることになりました。
●図書室委員会
●本会議　上程された６２議案中６議案に反対討論１議案は意見をつけて賛成しました。厳しい経済
状況の中で、雇用、経済、が大変な状況です。
それは大企業優先、開発優先で薦めてきたこれまでの政治が行き詰まっているところが原因です。
打開の方向は雇用を守り、中小業者を応援し社会保障を拡大する事が打開の道ですが、県では、
昨年１度も使われなかった企業誘致のお金を更に増やして９億円に増やす。

関西学研第２工区の開発を進める、平城遷都１３００年に１００億関連の道路整備にパー,クアンドラ
イドに２０億、新公会堂となら公園館のレストランのリニューアルに４億円、奈良警察署を移転してホ
テルと１対となった開発計画に、世界遺産平城京の近鉄線の地下化など世界遺産を破壊する恐れ
のある計画策定など世界さんを守るべき立場の県がおこなうことではないと意見を述べました。
庁舎の移転は住民の声を良く聞いておこなうべき、医療や、妊産婦検診など評価できることもある
が、市町村は財政難で過疎問題は深刻、東部山間道路など時間がかかり緊急を要しないところは
ストップして乳幼児医療の窓口無料化など必要なものにお金を使うべきと反対を表明しました。

賛成討論は自民党だけでした。５分間の討論時間を５０秒延期しても議長の注意もなし。他の会派
は意見も述べずに全議案に賛成しました。
橋本副知事の退任で窪田総務部長が副知事に就任されました。
人事異動や定年退職があり職員の方が挨拶に来られました、それぞれの旅立ちの春です。
●やっと議会終了です。左手のギブスをはめたままで大変でしたが皆さんに支えられて何とか乗り
越えてきました。

3/24 火 

●人間ドッグ、骨折をしていますが出来ますかといってやって頂きましたが、スタッフも皆さんがいろ
いろ細やかな気遣いをしてくれたので予定通り全て検査が出来ました。この機会を逃すといつにな
るかわかりませんので、これで気になっていたことがひとつ終了です。
●食後２時間の血糖値を計る間ワールドベースボールの決勝戦を見ることが出来ました、ひごろあ
まり野球に興味のない私ですが、韓国との試合とてもよかったです。イチローがここというときに大
活躍。バントをするなど思っても見なかったのですが、チームでたたかうと言うことが勝利に繋がっ
たと思います。
●予算委員会の委員長報告の文章確認
●県営住宅問題
●インターネットの回線をつけたいと希望したところ昭和５４年の家賃滞納がコンピューター記録に
残っているため出来ないといわれたとの事。６４年５月の初めて其のことを知らされましたが毎月き
っちり収めていたので其の旨を伝えたところこちらで処理しておくとのことだったようです
６５年５月は手書きからコンピューターに切り替えた時期とのことで、社会保険庁の年金記録を思い
出しました。県の住宅化に相談、調べてみますとのこと。

3/23 月 

●今日は保育園の卒園式のため保育所は休みで孫２人の臨時保育園をやりました。片付けや、振
込みなどたまっていた用事も片付けることができました。
●労働相談、医大の下請け関係の派遣の問題で調査
●実験用の動物の飼育を民間に委託していることが判明しました。夕方からみんなで母のお見舞
い、帰りに回転寿司に行っておすしを食べてきました。

3/22 日 

●香芝市会議員選挙告示日、池田えいこ候補の出発式に参加しました。ちょうど雨がやんでよかっ
たです。８時３０分現時１８議席に１９名が立候補１名オーバーの激戦です。
●広陵町支部委員会に参加
●確定申告の書類記入
●生活相談、人権問題について

ページトップへ

3/21 土 

●県立病院などの不正支出が新聞に報道。２日前に委員会でまだありませんかと質していたところ
です。調査中のものがあるのならはっきりというべきではなかったでしょうか。
●健生会評議委員会に参加
●生活相談　県営住宅の問題について

3/20 金 

●ホームページ、予算委員会の内容を思い出して記入。体力勝負でした。
●母が退院の予定でしたがもう少し治療が必要とのことでしばらく延期となります。車に乗れずにと
ても不便ですが、夫が助けてくれてとても助かっています。夫婦は持ちつ持たれつです。
●生活相談、雇用問題、教育問題

3/19 木 

●奈良駅を降りたら駅前で年金者組合の方が全国いっせいの一揆をおこなって集会をしていました
少し参加して顔を出してきました、皆さん地道にとても頑張っています。
●予算審査特別委員会総括、最終日に県は県の隠し金の不正支出があったことを発表しました。私
は１１月から検査をおこなっていてなぜ議会の最終日に出してくるのか、県民に隠そうと思っていた
のかなど質問第３者を入れておこなうべきとの意見に知事は今後必要があれば考えるとのことでし
た。また流用内容は事務費用など必要なものであり必要な予算をつけておくことが大切ではない
か、知事は考え方として国の予算をほかに使った場合効果が出ればいいと言う考えがあるといって
いましたが、それなら予算の意味がありません。
●特別顧問、特別参与問題、規定もないとどんな権限かも不明でチームワークでおこなう仕事がや
りにくい。給与については３００万から６００万が支給されていることがわかりました。根拠規定は今
後検討していくと答弁。
●警察の汚職問題では佐川のときと同じ構図、民間企業と癒着して情報提供の見返りに報酬を受
けていた、其のときも再発防止を言っていたが繰り返されている、今回は天川の汚職事件と連動し
ている。１０社が関与といっているが１社しか出ていない県会議員の紹介というのも名前が出ていな
い、徹底解明を行い情報公開をして再発防止すべきと主張
本部長は徹底捜査に勤め必要あれば公開するとのことでした。
２０億問題ではヤマトハイミールの倒産後、食肉センターの残渣は県内業者２社、県外業者１社が
処理しているとのことです。県はハイミールが食肉センターの残渣処理に必要とのことでまともな対
応を遅らせた。もっと早く対応すべきであったと意見を主張しておきました。

3/18 水 ●予算審査特別委員会、建設、県営住宅の障害者住宅についてもっと個数を増やすように、管理費
が少ない、県営住宅内の道路がでこぼこで危険が多い改善を、浸水常侵地域対策、高田川，葛下
川に２６億、予算がつきました、宅地帰省などの対策はと質問。実態に即して対応するとのことでし
た。
●河川の清掃、ボランティアを募って自治体が負担した費用くらい派遣が出すべきと要望しておきま
した。平城遷都１３００年国営公園化問題、塀でかこう問題では世界遺産たるゆえんは真実性が認
められたからにせものをなかった場所に作ることについては世界遺産委員会に認められているの
かと質問。５月に文化庁が審議会を開催し文化庁から世界遺産委員会に問いあわせることになると



のことでした。
●県内道路のアクセス、通行止め情報だけでは行きたい道路のことか不明です、地図でわかるよう
な情報提供を要望
●今日はならからバスで県庁に行ってみました、バンビーナというレトロな雰囲気のバスです。残念
ながらバリアフリーではありませんでした、女性の運転手さんで、外人の家族連れがお金を先払い
せずに乗り込んだことに対して厳しい口調で英語で対応していました。帰りもバスで帰りましたが乗
り場が後ろからでしたが朝も前からうちの近所のバスも前からのため前からのると運転手さんにお
客さん後ろから乗ってくださいと怒られました。県がおもてなしといっていますが実際はずいぶん違
います。
●王寺民報原稿

3/17 火 

●予算審査特別委員会、経済労働、農林、ホテル誘致問題、幾らかかっているのか、警察を移転し
て一体として活用するとのことだが、警察の移転で県民の意見を聞いたのか、企業誘致昨年予算
化された６億円が使われていないにもかかわらず今年度３億うわ積みして９億円、お金は循環しな
いと意味がない見通しはあるのか、３月末の期限切れ問題、相談に対して違法行為をしている企業
にどのような対応をしているのか、ハローワークや基準局の人員増を国に要望せよ、ヤマトハイミー
ルは倒産後どこが残渣処理をしているのか、と質問、県はよそがおこなっていると答弁しました。
●車に乗れないことを幸いに法隆寺から電車で奈良に、ころのついた旅行かばんに書類を入れて
バリアフリーチェックです。なら駅は３階のホームから２階まではエレベーターがあるのですが階段
を重いかばんを持って下りなければいけません。西口しか車椅子は出れません。三条通りを歩きま
した。予算委員会は２回の委員会室です。重い書類をいれた風呂敷包みを抱えているのを見て松
尾議員が持ってくれました。隣に座っていた森山議員が包みを解いてくれました。感謝です。帰りは
中野議員が駅まで送ってくれました。天理よろずに入院している母の主治医の先生に病状を聞くた
め病院に。久しぶりにのった桜井線でしたが無人駅が多く電車のドアが１両目しか開きません。手
押し車のお年寄りがあわてて降りていきました。
●天理商店街はとても面白いところです。
帰りは天理から桜井までＪＲ、桜井から近鉄に乗り換え五位堂へ。大和路周遊のようでした。

3/16 月 

●予算審査特別委員会平城遷都１３００年、地域振興。文化観光
１３００年記念事業にかかっているお金、今後の見通しなど質問。１００億円の予算ですが奈良市の
２０億円は３億程度は負担されていますが今後は、奈良市議会での予算が通ってということです。
民間の寄付金は２０億の目標に対して３００万、ちかじか入る予定を入れると１５５０万円、程遠い金
額でだれが集めるのか聞きましたら協会で集めるとのこと
１３００年記念推進協議会の元に３つの委員会が出来ました会長は日本経団連会長の御手洗氏、
御手洗氏はキャノンの３０億円の脱税問題で逮捕された社長が御手洗氏の土地を管理して駐車場
にしているなどいろいろ問題がでてきています。委員には関西経済団体連合会の下妻氏などが顔
をそろえています。又委員には西松建設から献金をもらった二階氏、森氏と並びます。この協議会
の設立には東京のホテルで１８０人が参加しておこなわれましたが其の費用は３００万円、せっかく
もらった寄付金が消えました、グレードアップのつもりで金太郎飴のように人をならべて委員会を立
ち上げたがこれではイメージダウンになってしまうと主張、ならにいろいろな方に来ていただきたいと
思うけれどもこれでは財界の財界による財界のための１３００年になる。無駄遣いは止めるべきで
す。
●県下の住民の声として寄せられた過疎の声、家の近くの畑でも猪や鹿の残りを食べてくらし、バス
も１日おきしかこない平城遷都１３００年で１００年後の東アジアの将来を考えるより今困っている県
民を救済して欲しいとの声を紹介。
●県は今年度過疎地域の実態調査をおこなう予定です。奈良県には限界集落が１１５箇所あるとの
ことです。緊急手術や究明が必要な状態で調査を行うとは今から問診するようなもの、調査でよく声
を聞き必要な対策を緊急におこなうべきと主張しました。
●シルク博のときに建てた奈良公園館と新公会堂を一体化してリニューアル。奈良公園館はレスト
ランにリニューアル其の費用４億円です新公会堂のレストランの公募２回しても決まらず、民間か
ら、一体でリニューアルしてはどうかの提案と、県の考えが一致したので新規事業で進めることにな
ったとのことです、シルクロードの沿線の研究や展示の機能はどうなるのか、せっかくお金を使って
改築して応募がなければどうなるのかなど質問しましたが、納得できませんでした
●春君５歳の誕生日招待してもらいました、いつも忙しい娘夫婦も今日は一緒にゆっくり過ごせたよ
うです。
●何とか痛みをこらえて車に乗って県庁に、帰ってからも、痛みがあるため近所の整形に受診、左
のひじのところが骨折していることがわかりギブスを巻かれてしまいました。運転が出来なくなり、夫
に迎えに来てもらいました。
●生活相談、医療問題。

3/15 日 

●芦高省五議員の事務所開きに参加しました
●予算委員会の準備
●夜、孫を送り届けて帰る途中階段の段差が違っていて転倒。自宅でとりあえず処置しましたが、打
ち
所がわるければ大変でした。
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3/14 土 
●予算委員会の準備、全県活動者会議に参加

3/13 金 

●予算審査特別委員会。厚生、特養の多床室をもっと増やして、年金で入れる特養の増設をと取り
上げました。年金の平均額が国民年金で５６０００円、厚生年金で１２万、共済で２２万、特養の入所
には介護の１割を入れなくても食事と部屋代で、大部屋で６６０００円、個室は１日１０００円高くなり
９９０００円ここに介護度に応じて１割負担がかかります。今後６００床増床計画ですが、施設協会と
よく相談して進めたいとの答弁でした。
●保育所問題では通常保育時間が２０自治体で８時３０から４時３０分になっています。ところによっ
てはそこから延長保育料を徴収しており奈良県の女性の就労率はワースト１にもかかわらずこれで
は通勤時間も入れて常勤就労が出来ないと質問、県では１１時間を超える場合しか長時間加算は
取れないということで指導していくと応えました。
●主任ケアまね研修問題、奈良県の主任ケアまね研修の条件が支援センターや訪問介護ステーシ
ョンの責任者などケアマネを指導している立場であるのもかかわらず受けられないなどがあり、４月
から介護報酬に主任ケアマネの配置が加算されることになるため改善を求めました。
●乳幼児医療については県は就学前まで年齢を拡大しましたが窓口でいったん支払って償還払い
となるため窓口無料の声が大きくなっています。県に対しては窓口無料の場合の国のペナルティ
と、５００円の自己負担廃止の場合で幾らかかるのか質問、ペナルティ分１億、５００円負担分３億の
４億で無料化できることが明らかになりました。
●生駒の病院問題における医療審議会の答申について。生駒市民病院の申請が出たちょうど１年
目に審査会が開かれたこと、また審査会終了後３０分後に記者会見したことははじめから結果が決
まっていたのではないかと質問しました。また記者会見資料では先に審議会の結果について、其の
後から今後の県の対応についてが記載されていましたが翌日の新聞報道では審議会については
触れず県の結果だけが載っていたことから無視された印象を受けた。急がば回れでもう少しやり方
があったのではないかと意見を述べておきました。

3/12 木 



●予算審査特別委員会
●総務警察歳入、教育の審議
●荒井知事になってから特別顧問、特別参与という人が増えてきました、どのようにきめるのか、何
の仕事をしてもらうのか、給与はいくらなのか根拠がはっきりしていません。明確にすべきと主張、
最終日総括で知事に聞きます。
●警察は警察官が被告に捜査情報を伝えて逮捕された事件で、本部長の見解と公安委員会の議
論を質問しましたが公安委員長が予定が合わず県警の人が答弁しました。本部長は「遺憾に思う、
再発防止に努める」と答弁。公安委員会では県民の目線で議論がされていることを確認しました。
●自殺者の統計を警視庁が毎月発表に変えたことに伴い、県警のホームページにも公表するよう
要望
●歳入では公の施設ネーミングライツ事業が新予算で入っていました。財政難から民間に名前をつ
ける権利を売って収入増を図るものですが不況になりどこも申し出がなくなってきていること、県民
が慣れ親しんでいるものを勝手に名前を変えることは問題があると意見を述べました、よく研究して
いきたいとのことです。
●教育では知的障害児が急増しており奈良県で原因の調査分析対応が必要ではないかと質問、全
国的な調査がおこなわれていることがわかりました。
●児童生徒の減少によって３０人以下学級が実態として進んでいます、小学１年生、中学１年生を
全て３０人以下にしたら後２２億円が必要とのことでした。

3/11 水 

●議会運営委員会「とんちんかん」発言の議事録削除を要望しておきました。
●代表質問最終日でした
●予算委員会の打ち合わせ
●総務警察の審議に公安委員長の出席を要望し、委員会として要請することになりました。

3/10 火 

●胃カメラをしていただきました。特に問題はないとのこと一安心です。
●山村幸穂議員の一般質問、知事の姿勢を問うならの町づくりについての質問、生活保護の緊急
時の対応は１歩前進です。再質問のとき知事は「とんちんかん」と発言。テレビ放映を見られた人か
ら撤回させよと厳しい意見が控え室に入ってきました。
●予算委員会の準備

3/09 月 

●母のお見舞い
●議会運営委員会
●宮本次郎議員の一般質問、良く地元の人の声をきいて反映した質問でした。ことごとく。歩み寄り
のない答弁でした。

3/08 日 

●香芝市議会議員予定候補池田栄子さんの事務所開きに行って来ました。６期２４年間頑張ってき
た藤本みやこさんの跡を継ぐことになります、昨年末候補者のお話をさせていただいたときに始め
てあったのですが、明るくて物怖じせず、候補者にぴったりの池田さんでした。皆さんに送られた鮮
やかなブルーのスーツがとてもよく似合っていました。
●芦高さんの葬儀に参列しました。ご主人の挨拶では思わず涙が出てきました。奥さんの有難うと
お礼の言葉を述べていました。心からご冥福をお祈りいたします。
●大急ぎで奈良に、障害者自立支援法を考える集いに参加。当初司会をさせていただく予定でした
が葬儀のため急遽山村さちほ団長に交代してもらいました。１部が終わっていましたが、さまざまな
立場からの発言を聞かせていただき沢山の宿題を頂いたような気がします。忙しい中でしたが取り
組んでよかったと思います。
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3/07 土 

●予算委員会の準備
●夫が退院しました、病院にお迎えに行って来ました。
●母のお見舞い
●町内会の役員会
●孫のおもり

3/06 金 

●お弁当を作り、夕食の準備。娘にお弁当を届けて、母のの買い物をして病院に届けてやっと議会
運営委員会にセーフ
●代表質問。中野明美議員、が質問。見通しのない先行投資より県民生活を守ることが最優先と鋭
く質問。介護保険では市町村の基金の積み立てが２０年度末で５０億円、其のうち半分を取り崩し、
１７自治体で引き下げ，１９自治体で引き上げ自治体が据え置きであることが明らかになりました
●新創ならの松尾議員、公明党の大国議員でした。今回から議会の代表質問が３人以上の会派か
ら代表会派となったためこのようになりました。
●厚生委員会、補正予算の審議、県営プールの取り壊しでは２億４０００万円が減額、理由は取り壊
した後の埋め戻しを予定していたが発掘のため埋め戻しが必要なくなったための減額であることが
明らかになりました。
●又代官山のiスタジオを倍極して県の医療施設の整備の基金にする予定が売却されず４０億円の
減額。今後売却された場合は基金に参入となるのか質問。其の予定とのこと。
●自己破産のため県立病院の医療費の支払いができず、不能決算処分が出ていました。これまで
になかったことです。
●香芝市の芦高省五議員の奥さん、喜代子さんが今朝新聞配達中に踏み切りのところで転倒、新
聞を拾っているときに近鉄電車に引かれてお亡くなりになりました。お悔やみに行って来ました。こ
んなときはどんな言葉をかけていいのかわかりません。踏み切りを通りましたが南大阪線の踏み切
りはかまぼこのように線路部分がくぼんで其の間が盛り上がり、２つの山を越えなければ踏み切り
通過が出来ません。雨が降っていて転倒したことは十分考えられることです。近鉄交渉のときに、ア
シタカ議員がいつもこの改善を求めていましたが改善されていませんでした。残念でなりません。い
つもにこにこ、なんでも一生懸命な人でした、心からご冥福をお祈りいたします。

3/05 木 

●今日から代表質問、自民、出口議員、民主、田尻議員、自民改革が服部議員でした。明日は中野
議員がします。
●病院お見舞い
●障害者対策会議

3/04 水 

●朝から受診、１１時予約が１時になってようやく見ていただきました。私の願いがきいたのか先生
が入院を許可してくれました。熱が８度で下がらず。私も母も一安心。病室に行くと看護師さんが覚
えていてくれて名前を呼んで声をかけてくれてそれだけで安心感がずいぶん違いました。
●やっと議案の審査が出来ます、予算委員会が１２日からそれまでに退院になるかもしれませんの
で集中準備です。
●病気の治療が必要で介護が必要な高齢者の場合、介護施設は使えず、透析治療と両方出来る
位ところでなければむり。本当に介護問題は深刻です。

3/03 火 

●議案審査のため休会日でしたが、母が透析に通っているクリニックから血小板が下がっているの
ですぐ血液内科に行くようにとの連絡があり、またまた病院に。入院になると思いますといわれてい
ったのですが外来で輸血で入院できず、明日主治医の先生の診察日のため見てもらってくださいと
の事でした。
●５日から代表質問が始まりこれ以上通院を言われても出来ないため、明日入院できないときは紹
介状を書いてくださいとお願いしました。ちらし寿司を作りました。保育所でもちらし寿司だったようで
す、ばあ場のところも保育園もどちらもおいしいと春君が行ってくれました。とてもやさしい春君で
す。



3/02 月 

母の検査のため病院に行って来ました帰りに次女のところによってハナちゃんの初のお節句に頂い
たひな人形の色紙を届けてきました
母が８度４分熱がでて病院に行こうと薦めましたがこれくらいなら大丈夫といいつつ。しんどいしんど
いを連発
私も花粉症で受診

3/01 日
 

●朝から子守り
●宮崎県知事の進める「なんじゃもんじゃスポット紹介」で像にもれる動物園が写っていました。そ
れを見た孫たたちは大きな象だといって私の背中に乗ってきて。。。フー子守は大変です。
●広陵９条の会２周年帰任後援と映画の集い、小牧薫さんのお話とラストゲームの映画を見まし
た。最後の早慶戦、とても感動しました。改めて時代という中で生きていることを再確認しました。
未来ある青年に銃を持たせて死の道に向かわせることだけは絶対許してはいけない。自分の感情
を押し殺してお国のためにとしてきたことが間違いだったと息子の戦死で気づく父の姿、戦いの相
手を思いやってお互いの効果をかなで会う最後の場面は、涙が止まりませんでした。
●上牧町長選挙で共産党も推薦した今中とみお氏が初当選、万歳をしに事務所に行って来まし
た。自民党の国会議員、県会議員の人と並んで万歳とは初めてのことでした。５２％の投票率で関
心の高さが伺われます。財政難の町、住民の知恵と力を引き出して進むしかありません、大変でし
ょうが新たな舵取りを期待いたします。
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