H ２５年１０月

お 知 ら せ

安全

安心

本気で鴻巣を考えています！！

●小中学校のエアコン設置について

少子･高齢社会の「今」
政治に「女性」が必要です。

・私が所属している鴻友会は、7 月に教育長にエアコンの設置を要望致しました。
その話し合いの中で、エアコンを設置するという方向であるという事がわかり
ました。しかし、小中学校の大規模改修も必要であり、改修と設置との兼ね合
いやガスにするか電気にするか、リースにするか買取りにするか等検討するこ
とが山積みですが、エアコンはつけるという事が決まりました。

発行／京子フォーラム

市民相談事務所：鴻巣市鴻巣 1066-1

●ごみ焼却炉について
・現在鴻巣市のごみは、吉見町にある中部環境と吹上は小針クリーンセンターで
処理していますが、対応年数が後少しの為、新しい焼却炉を鴻巣市に作ること
が決まりました。鴻巣市・行田市・北本市の 3 市で組合をつくります。鴻巣
市の場所等については、まだ未定です。

●第 3 回こうのす花コンの参加者募集中
・日時・・11 月 30 日(土) 12 時～20 時予定
内容・・スポーツと手作りスイーツを食べよう
対象・・原則 20 歳～40 歳代の独身男女、各 10 人程度
費用・・1,000 円（教材費等）
持ち物・・運動のできる服装・エプロン
応募期限・・11 月 5 日（火）当日消印有効
応募方法・・市のホームページの申込用紙を使い郵送・メールで。

●川里生涯学習センターについて
・平成 26 年 1 月 6 日（月）オープン予定の川里生涯学習センターの利用申請受
付を、11 月 6 日（水）から、川里支所で出来ます。公民館と児童センター、支
所の複合施設です。新しい公民館で活動が出来ます。申し込みは、8 時 30 分か
ら 17 時 15 分の間です。用紙に必要事項を書いて費用を添えて出してください。

おだきょんに対する要望（vol.32）一人で悩まずに相談に来てください。随時・無料
個人情報に関するものや、個人的な相談事は載せていません。
＜市民さん 複数人＞ 道路の浸水。道路の水はけが悪い。道路にあいた穴の補修。交通標識・通
学路の時間変更を 7；00～8；00 に。公園のトイレが詰まっているので
修理してほしい。
＜おだきょん＞ 道路の砂利は、市内の除草が終わってから敷きに行くそうです。水はけが悪い所
の U 字抗の蓋を 2 か所、水が流れるようにかえてもらいました。道路の穴も除草
作業が終わってからの修繕になります。公園のトイレは修理が終わりました。
通学路の時間変更は、教育委員会に頼んでいるのですが時間がかかっていて待て
ないので、おだきょんが鴻巣警察の生活安全課に頼みに行ってきます。馬室の通
学路を以前にも同じように変えていただいたので可能だと思います。
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平成 21 年
議会運営委員会委員長
平成 22 年 5 月、3 期目で市長選出馬のため辞職
平成 23 年 4 月、市議選（4 期目）当選
平成 23 年 6 月、「子ども達を放射能汚染から守る会」発足
座右の銘：継続は力なり／ 親学アドバイザー資格
自民党鴻巣支部女性部長
日本舞踊・寿流師範

皆様、お元気でしたか？
やっと秋らしい気温になりました。夏が長かったですね。体調は大丈夫ですか？
＜日本人として誇りを持とう！＞
長い夏の前と間に、衆議院と参議院の選挙があり、自民党に政権が戻りました。
鴻巣市で初の保守系の女性議員としては、やっと日本を取り戻せると嬉しく思います。
「教育再生」とは、高崎大学の八木秀次教授が創った言葉ですが、自民党の国家戦略
の中に位置づけて教育を抜本的に見直そうとしています。
鴻巣市でも「いじめや幼児虐待」の問題があります。それらを抜本的に解決するため
には、教育がしっかりなされていなければなりません。これから道徳が教科になります
ので教育の中でしっかり「いじめ」がなくなるよう取り組んでいけると期待しています。
日本の教育のすばらしさは、アメリカのレーガン大統領が「日本に学べ」と改革した
事や、マレーシアのマハティール首相の「ルック・イースト（日本）政策」をみればわ
かります。前政権のひどい政策が終わり、やっと、日本にも明るい兆しが見えてきまし
た。と共に、鴻巣市にも素晴らしい季節の秋が訪れましたね。
この通信は本人が作成し、 本人とポスティングメンバーで配布しています。

市民の皆様にとって良い事は、「誰がやるのか」ではなく、 —２—
「何をやるのか」が大切です。私は、市の行政が市民の皆様にとって

－３－

おだきょんの一般質問 議会に届け・市民の声！！

良い事をすれば大いに賛成し協力していきます。しかし市民の皆様にとって
良くないことは与党でも反対します。是々非々で皆様と一緒に頑張ります！

＊議会をインターネットで観ることが
出来るようになりました！！

アトピー性皮膚炎のお子さんをお持ちのママ
ちょっとお耳を拝借！！

ネットで調べてみよう！
「アトピック」
「ストップステロイド」
ステロイド防止団体です

最近、アトピーのお子さんが増えていると思いませんか？
アトピー性皮膚炎は、2 歳位いまでに出やすく、ほおっておいても大きくなると治
るものです。しかし、保護者の方は心配して皮膚科にかかります。そうすると、薬と
してだされるのがステロイド入りの軟膏です。
この軟膏を塗るとアトピーは治るのですが、しばらくするとまた出てくる。そして
また軟膏を塗る。治る。また出る。この繰り返しではありませんか？
これがステロイドの副作用です。
ステロイドの副作用が分かりづらいのは、例えば、胃癌の患者さんが抗がん剤を受
けると副作用は、髪の毛がぬけますね。しかしステロイドの副作用は、皮膚にアトピ
ーと同じような湿疹ができるので、わかりづらいのです。
これが、あたかもアトピーが増えているように錯覚してしまう原因です。
このステロイドの副作用の患者さんは、全身に湿疹ができて、痒くて痛くて、
液体が出て、乾くと皮がむけてきます。痛痒くて夜も眠れないし、人に見られたくな
いので仕事にも行けずに、家の中にこもりがちになります。会社に行くときに、眠く
て反射的に電車に飛び込んだ方もおります。
全ての人にでるわけではありません。重い病気にステロイド剤が必要な方もいま
す。
しかし、アトピーにステロイド剤を塗っていると、20 歳ぐらいに副作用が現れる
方が多いのも現状です。こうなってしまうと治す手立ては、治るまで半年から 2 年近
く、保湿をしないでほおっておくことしかありません。赤ちゃんにステロイド剤を塗
っていたママの手に副作用が出た例もあります。市販の痒み止めの薬には、ほとんど
このステロイド剤が入っています。
ママたちもネットで調べてステロイドの怖さを知っている方も多くいます。

こうならないために、一度調べてみませんか？

平成 25 年 9 月の定例議会から、インターネット
で、議会をライブ中継で観ることが出来るよう
になりました。少し遅れて録画も観られます。パソコンを使う方は、
ぜひ観てください。行政の事がよくわかりますよ。
これは、私たち議員の議会改革のひとつです。市民の皆様に開かれた議会になる
ようにさらに改革を進めて参ります。

「平成 25 年 6 月と 9 月のおだきょんの一般質問」
○子宮頸がんワクチンの危険性について。
3 年前から副反応の危険性について、通信に書いてお知らせしたり、6 月と 9
月の一般質問で質問しました。ちょうど 6 月の質問の直前に、厚労省が「ワク
チンの勧奨中止」を発表しました。鴻巣市でも重篤ではなくても 3 人に副反応
（私は軽度であればもっといると思っています。）
がでてしまいました。
これを受けて、鴻巣市でも、ワクチンの補助は続けるにしても副反応が出る
という事を説明してもらいました。厚労省も勧奨を中止しました。
その結果、去年の 7 月～8 月の接種人数が 310 人いたのに対し、今年の同じ
月には 31 人の接種にとどまりました。杉並区の中学生のひどい副反応を考える
と本人だけでなく、親も子供に受けさせたという自責にかられ、精神的にも参
ってしまうので慎重に考えることが必要です。
子宮頸がんは免疫力があれば、自然消滅してしまうものです。本市の接種を
受けさせなかった保護者の方々の判断の的確さに敬意を表します。

○鴻巣市の太陽光発電は非常用電源の為の蓄電池をそなえていますか？
新築された吹上中学校と本庁舎には太陽光発電がついています。その太陽光
発電に非常用の蓄電池をそなえたものを使うよう、会計検査院から指摘が全国
にありました。本市のものにはついていないということです。その考え方を聞
きましたところ、本市は、自家発電機で対応するという方針だそうです。その
根拠は、軽油が 3 日分保存されているので、3 日持てば何らかの支援が来ると
いう考えです。
しかし国の方針は、太陽光発電に蓄電池をということですので、今後検討し
てもらいたい事柄です。
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やっと秋らしい気温になりました。夏が長かったですね。体調は大丈夫ですか？
＜日本人として誇りを持とう！＞
長い夏の前と間に、衆議院と参議院の選挙があり、自民党に政権が戻りました。
鴻巣市で初の保守系の女性議員としては、やっと日本を取り戻せると嬉しく思います。
「教育再生」とは、高崎大学の八木秀次教授が創った言葉ですが、自民党の国家戦略
の中に位置づけて教育を抜本的に見直そうとしています。
鴻巣市でも「いじめや幼児虐待」の問題があります。それらを抜本的に解決するため
には、教育がしっかりなされていなければなりません。これから道徳が教科になります
ので教育の中でしっかり「いじめ」がなくなるよう取り組んでいけると期待しています。
日本の教育のすばらしさは、アメリカのレーガン大統領が「日本に学べ」と改革した
事や、マレーシアのマハティール首相の「ルック・イースト（日本）政策」をみればわ
かります。前政権のひどい政策が終わり、やっと、日本にも明るい兆しが見えてきまし
た。と共に、鴻巣市にも素晴らしい季節の秋が訪れましたね。
この通信は本人が作成し、 本人とポスティングメンバーで配布しています。

