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（2005）
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5/31 火

5/30 月

5/29 日

5/28 土

5/27 金

○明日香村村議選告示日。森本吉秀、広田仁吉候補の出発式に参
加。挨拶をしました。奈良県で１番人口の多い村です
「あすか民報」が村民に親しまれ,共産党の存在が光ります。
福祉がどんどん削られる時こそ、住民の目線で物を言う議員が必要
です。憲法改悪を許さず命と、平和を守るために共産党2議席をと訴
えました。結果は5時に無投票となりました
○赤旗の集金
○生活相談 池の事
ハルちゃんが歩き出して1週間ほどですが、行動範囲が広がりもの
すごい成長振りです。
○朝から県庁に、河川課の方から調査以来に内容を聞きました。
○国土交通省より連絡あり、１６５号の葛城市当麻付近の計画につい
て。現在県と,市と協議中との事。南阪奈道路が開通したが、竹之内
の交差点が渋滞しており、迂回路は必要との認識。１０年前に反対が
あったと聞いているとの事。
地元では、土曜日に説明会が市の担当から行なわれたが、もういら
ないと説明の紙も受け取らなかったとの事。
○パチンコ問題で上牧の住民より請願の事で連絡あり
○高校の同窓会の事
○２０億問題
○介護保険の利用者の相談。

さばの味噌煮、絹さや
とごぼうてんの卵とじ、
ポテトサラダ、玉子焼
きシュウマイトマト

ページトップへ
○新聞配達、友の会ニュース配達。
○健康祭に参加、ねっこりうたたまのメンバーで踊りと歌の練習。日
本共産党の代表という事で挨拶を依頼されて挨拶をしました。
健康体操の後で、いよいよ出番です。
長生き節の曲が流れて、歌う人と、おどりの人に分かれてスタンバ
イ。真ん中で踊りました。おどっていると。車椅子に乗ったおばあさん
が一緒に手足を動かして踊っていました。終わった時はほっとしまし
カメラを忘れて残念で
た。
した。デジカメで撮影さ
元気の出るいい踊りです。３曲歌いました、ふるさとは、歌いながら れている方、健康祭の
ジーンと迫るものがありました。
写真を,送ってください。
娘が子供の広場の担当なのでハルちゃんのお守りです。
土庫病院ＯＢ会。懐かしい人にたくさん会いました。
吉村先生の８０歳の誕生会を大きなケーキを囲んでやりました。
ハルがねむくなり、昼過ぎに帰って来ました。次女が来ていて台所
の片づけをしてくれました。よその台所のようです。
今日はハルちゃんのはじめての参観日、どんな事をしているかと見
に行ってきました。ハルちゃんのクラスは16人先生が4人いました。
ままごとや、大きなケーキを使ってお誕生日会など、教材にかなり
工夫をしていました。最近おまるに自分から座りだしたのですが、保
育所で皆でおまるに座っている様子を見てまねをしていたのだと思い
ました。
お休みです
家族の顔をを見つけると泣いてしまうので窓越しに隠れて見学、そ
れにしても保育園の先生には頭が下がります。
他のクラスも見ましたが、ペットボトルを使ったかごなど、工夫が感じ
られました。
○生活相談池の工事の件。病気のこと
健康祭の準備、焼きそばのキャベツきり
○王寺駅前の橋の問題で住民懇談会に参加。
王寺町をどうするか、町の将来にとって橋は要らないと真剣な議論が
交わされました。
○葛城市産廃現地調査。
４回火災を起こしている自社処分場を見学。また私が１期目の頃産
廃が問題になった谷筋が高い山になって、農地うぼうでした。
玉子焼き、煮物
ピーマン肉詰め
切干大根とわかめの
酢の物
プチトマト
汚水が気になります。

○１６５号バイパス問題で奈良国土事務所に問い合わせ。後日返事
をもらう約束に

5/26 木

5/25 水

5/24 火

5/23 月

○２０億の件連絡あり。
○池の工事の件
○新婦人のニュースを作成
○農業問題の学習
○農民連主催で森本吉秀さんを励ます会があり、２０分間講演をしま
した。
今年から飛鳥で農業を始めた若いカップルが参加していて安心でき
る食べ物を作りたい。もっと多くの仲間を呼んで農業をしたい。
それには私たちが羨ましがられるような農業をやらなくてはとさわや
かな発言がされました。
７時からの集会でしたが、夕暮れの飛鳥は又なんともいえない風情
があってほっとします。
○磐田北高等学校関西支部同窓会１３人が来ていただきました。
幹事としてはやれやれです。
新公会堂のレストラン能で会席料理。新緑の庭が皆さんに大好評で
した.国立博物館の見学も、奈良市在住の卒業生の方が案内してくれ
て良かったです。
さすがに疲れて日記を書かずに寝てしまいました。
２６日に書いています

スパゲティハンバーグ
プチトマト玉子焼き切
干大根と人参の煮物
ほうれん草のお浸し

新公会堂

○憲法についてのテーマで民医連２年目研修の講義を依頼されまし
た。朝５時おきでレジメ作り。切羽詰まるというのはものすごい原動力
です。今までいくら本を読んでも頭に入らなかったのがしっかり理解で
きました。
１０時に間に合うように出掛けて少し前に着いたのですが、会場にま
ったく気配がありません。確認の電話で初めて自分が会場を間違え
ていた事に気がつきました.。郡山からあやめ池まで移動、結局２０分
遅れでした。何とか講義ができました。
○同窓会の葉書をチェック。出席なのに一人忘れていてあわてて会
場に連絡。お土産や、名簿作成という事で、いつもは準備されている
ところに行くだけでしたが、いろいろな方と連絡を取ったり大変な分役
得もあるものです。
○お通夜が入り参列しました。９２歳大往生です。
○生活相談２０億の件、池の工事の件
土日ケータイを家に置き忘れ１７件の留守電が入っていました。お世
話になった方が亡くなって葬儀も昨日終わっていた事が分かり朝１番
にお悔やみに
○県庁に来客あり面談
○生活相談 障害年金のことで訪問
○明日の講義の準備
２５日の高校の同窓会の名簿作成。

玉子焼きミートボール
ごぼうと人参きゅうりの
サラダシュウマイ。小
松菜とシーチキンのお
浸し

えんどう豆をたくさん頂
いたので豆ご飯にしま
した
ページトップへ

5/22 日

5/21 土
5/20 金

愛知万博にいって来ました。市民の人たちが紹介してる瀬と会場を見
てきました。
アフガニスタンを紹介しているところでブルカ(女性が外出の時に頭に
かぶる布）をかぶらせていただきましたが目の部分だけだレースで外
が見えますが視野が狭く、女性がおかれている立場がどんなではひ
どいかを考えさせられました。
インド館では、インドで最大の労働組合が女性の労働組合という事で
した。
会場は木をたくさん使い木の香りが心地よく感じました。
父の１７回忌のため静岡に帰省しました。
可睡斎というお寺ですが、ここは東司（とうず）トイレの事。
ガ日本１といわれており、見事な建築のトイレです。
仏教の法事は親族が何年に１回か顔を合わせ祖先を敬う。
事で、家族や家をもう一度振り返らせる事になっていると思いました。
○生活相談 老人保健施設の対応について
赤旗新聞を読んでもらうことになりました
○葛城浄化センター会議
○大保議員宅にお悔やみ
○２０億弁護団会議。

樹齢８００年の木

5/19 木

5/18 水

○各派代表者会議、議会運営委員会
橿原選出の大保親治県会議員が今日の朝、お亡くなりになりました。
厚生委員会など一緒で、ホスピスの見学なども視察に入れていただ
きホスピス実現に大きな役割を果たしていただきました。ご冥福をお
祈りいたします。
○河合パチンコ問題。県に再確認、一時保留の状態との事。
生活保護について
○野迫川は人口６百人の小さなところです。山野草の植物園を案内
していただきました。めずらしい品種がいっぱいで始めてみたのもたく
さんありました。
花いかだというのは葉っぱの真ん中に小さな花が咲いていてとても
可愛い花でした。廃校になった小学校や)４０件ほどの集落にも空き
家が目立っています。年２回の地元のお祭も１回になっていまったと
か。
過疎の大変さと有り余る資源の宝庫である山のすばらしさを感じま
した。何とか村おこしができないものかと思います。

5/17 火

世界遺産の高野山と熊の古道奥吉野に行きました。
野迫川の民宿よしの屋さんのご主人が植物に詳しく樹医でもあり、
奥の院を案内していただき樹齢８００年の木にもあってきました。
鶴姫公園の展望台から大峰奥掛や熊の古道の説明をしていただき
ました。高いところの樹木が立ち枯れを起こしており温暖化や大気汚
染などの深刻さを感じてきました。

5/16 月

○王寺民報原稿がき
○懇談会の準備
新日本婦人の会県本部委員と県議団との懇談会
田中美智子議員から国連本部にいった報告がありました。
スライドで皆から預かった平和のタペストリーなどを持ちきれず切れな
くて羽織って行進したことや、街頭で核廃絶の署名を、被爆者の人と
一緒に呼びかけたこと、むこうのテレビで放映された事。食事の時間
も惜しんで行動したことなど頑張ってきたことがびんびん伝わりまし
た。
○県議団会議
○２０億不正融資事件事務局会議
○赤旗の配達、
○８時３０分から第５６回北葛城郡郡民体育大会予選大会開会式
が、河合町グランドで行なわれ出席しました。五月晴れに恵まれたす
ばらしい天候でした。
県会議員が私だけでしたので、急遽挨拶を頼まれ、きのうの吉野さん
のお話、植物が前向きだから、多くの人を癒し感動を与えるというの
を紹介、スポーツも日ごろ練習を重ね全力で頑張るから感動を呼ぶ
のではないかと挨拶しました。

5/15 日

5/14 土

なら１００年会館で石井のおとうさんありがとうという映画を見まし
た。岡山で孤児院を作った.石井十次の話です、社会福祉の歴史では
有名で名前は知っていましたが、どんな人かは知りませんでいた。震
災，飢饉と次々生み出される孤児を来るものは拒まずで、１０００名を
超える子供を救うのです。国が何もしてくれない中で多くの人の支援
でやりぬいたのは驚きです。あきらめない事、頑張る事、そうすれば
たくさんの応援が得られ新たなことが開けてくる、このことを身を持っ
て行なった記録でした。
○矢田山遊びの森でならの森を育てる集いがあり参加しました。
奈良県産材の木を使った自動車で、ソーラ発電，木炭を炊いてエネ
ルギーにして走るもっくんという車を見ました。３０キロぐらい出るそう
ですが残念ながら見るだけでした。乗ってみたーいとおもいます。
○草笛名人野迫川村の吉野さんの演奏が素敵でした。植物はどんな
時も前向きですというお話も美しい新緑とさわやかな５月の風の中で
ログハウスの建物で丸木の椅子に座って聞かせていただきました
が、
最高に贅沢なひと時でした。

野迫川でつんだイタド
リで、イタドリご飯にし
ました。
秘伝のあく抜きの下ご
しらえでおいしく頂きま
した

花いかだ

玉子焼き竹輪のきゅう
りづめ、豚のしょうが焼
き、春雨サラダ、ほうれ
ん草のお浸し、プチトマ
トキャベツ梅干
ページトップへ

奈良町で見つけまし
た、子供が泣いている
ような布のお人形です
帽子とワンピースは古
布のパッチワークです
大きさは等身大あまり
の可愛さに思わずシャ
ッターを切りました
７ヶ月検診で女の子ら
しいとj次女からメール

○午後から，郡山三の丸会館で精神障害者家族の会まほろば会の
総会に参加
お弁当箱を取りに行ったところ買い物を頼まれました。
人の買い物を頼まれると、野菜でも痛みはないかと良く見て買いま
す。 卵豆腐も２０％割引にしようかと迷ったのですが、賞味期間が明
日まで出又買い物ができずに次の日まで置いておくかなと思い普通
の値段のものにしました。
ヘルパーさんがお年寄りの買い物を頼まれた時もきっとこんな風に
あれこれ考えるだろうなと思いました。

5/13 金

○夜は南上牧でパチンコ問題で住民の方と懇談をしました。３０人ほ
ど集まってとても熱心に取り組んでいる事が伝わってきました。
○高校の同窓会の確認の電話かけ。寝たきりになっている方、ご主
人の介護をされている方、自分の健康を害している方、仕事の方、皆
さんいろいろです。「会費を払います、磐田北高校とは繋がっていた
いから」という方にで会いました。
玉子焼き、ウインナ、
○生活相談、生保の事
サラダ、ちくわ人参しい
○上牧パチンコ問題この間のまとめ
たけ高野豆腐の煮物。
アスパラガス
○河合のパチンコ問題を県に確認したところ、４月の終わりに業者が
取り下げてきたとの事です。
○医療懇談会、救急医療について、研修医の先生に来ていただい
て、分かりやすいお話と、蘇生術の実習で楽しい集まりでした。

5/12 木

本当に久々にゆっくりお休みをしました。
ねっこりうたたまのコーラスの練習に参加。
健康祭で長生き節を踊ってもらえるようになりそうです。

5/11 水

○全県議員団会議
○生活相談----吉野町ゴルフ場跡土地問題。生活保護。差額ベット
問題。
○県議団会議。田中議員から国連の本部で買ったマグネットをもらい
ました。
○高校の同窓会の締め切り、申し込みが８名せめて１０人までと連絡
のなかった人に℡。１０人になりました。
○１３日の医療懇談会のお誘いの電話かけ。
ご主人が寝たきりのお宅では、ヘルパーさんに掃除などしてもらえた
ら助かるのに、ねたきりの場合はそこの部屋の掃除しか頼めないの ｐｅ ｃｅ ｗ ｒ
で結局きてもらうと家をかたづけたりしなくてはならず、頼んでいない しろいはとがａ
をくわえています
との事。
きょうは魚のかわりにさくらんぼを

5/10 火

○新婦人の親子リズムの見学に行きました。こどもと一緒に飛び回り
ましたが結構いい運動です。
若いお母さんがお互いに仲良くなって子供の事を考えることができ
る場所です。ここでもクーちゃんが人気者でした。
○訪問１件、
○２０億問題調査。
サラリーマン川柳が新聞に載っていました「オレオレに亭主と知りつ
つ電話切る。」が１位。２位は「ぺ」と言えば母は、ヨンジュン、父「加ト
茶」時代が出ておもしろいです。
高校同窓会の締切日、久々に出席の返事が届きました。

5/9

月

玉子焼き。しゃけ。小
松菜と油揚げのお浸し
マカロニサラダ、人参
のグラッセ、きゅうりの
漬物、塩こぶ

連休明けの月曜日、日本中で仕事や、学校に行きたくない人が何
人ぐらいいたでしょうか。我が家にも１人いましたが頑張って行きまし
た。
出て行ったら急に家の家事仕事がしたくなって、お風呂をぴかぴか
に磨いたり、自分でびっくりする程てきぱきと用事をこなしました。
○河合町中馬議員と、幼稚園児のおかさんに赤旗を進めに行ってき
ました。いろいろな事をしっかり考えていて、読んでいただけることに
なりました。よかったです。
○差額ベット問題の生活相談。パチンコの事。議会運営のこと。池の
工事の事、新婦人の産直のこと。
○介護保険でやっとデイにも慣れたのに娘さんが入院されたと電話
をもらいました。不安が電話口から伝わってきます以前であればたち
まちご飯や買い物の心配をしなくてはならなかったのですが、ヘルパ
ーさんが来る事になっているとの事。今国会の介護保険法が決まれ
ば適用されなくなるケースです。

。
玉子焼き、ちくわのきゅ
うり詰め
、肉じゃが、ほうれん草
のかつおまぶし、たけ
のこ。ミートボール
べったら、梅干

帰りにお風呂のふたや、シャワーのホース、風呂栓のくさりを買って
付け直しました。そろそろリフォームしようかなと思っていましたがこ、
れでもう少し先になりました。
ページトップへ

5/8

日

今日は母の日。朝１番に日傘が届きました。
今日の大ニュースは、ハルちゃんがはじめて歩いた事です。
わが子のときは、１０ヶ月と１歳で歩いたのにハルちゃんは１歳２ヶ月
になろうとしているのになかなか歩かず心配していました。
歩いたといっても２歩くらい、机から椅子に歩いただけですが。
最近積み木を積み重ねて１つ乗るたびに,「できたー」といって自分
で手を叩いて喜んでいます。
ハルは何事にも慎重でゆっくり見守る大切さを教えられました。
○パチンコ問題で相談あり
○２０億問題、調査研究
自分の母親にも電話。そうめんの詰め合わせを贈りました。

たけのこご飯を炊きま
した
今年初めて鮎を食べま
した

パソコンの日記の編集に来てもらいました。
○健生会友の会の役員と今年奈良民医連にきた５人の研修医との
懇談会に参加しました。女性が４人、男性が１人。
それぞれ魅力的で今後が楽しみです。
5/7

土
午後から電車で奈良に行きました。前のほうは避けて４両目に乗りま
した。電車の中ではゆっくりと寝られるのでいいものです。
○民医連の理事会に出席
○相談１件 医療について

5/6 金

5/5 木

5/4 水

5/3 火

5/2 月

玉子焼き、ほうれん草
のバターいため、鳥の
から揚げ
大根の甘酢漬け
しいたけとピーマンの
中華炒め

銀行に行ったり、たまっていた用事をしました。
今日は次女の２４歳の誕生日。２４年前にうんうんと生んでいたの
が、うそのようです。嫁ぎ先でお赤飯を炊いてお祝いをしてくれたとの 玉子焼き,チンジャオロ
電話がありました。
ースー。焼肉ポテトサ
ラダ、たけのこのおか
○書類の整理。
かに、アスパラ、梅干
これも大切あれも大切と思うと結局こちらの山を別のところに移動さ
せただけで中々ですが、机の面が見えてきたので少しかたずいた気 カメラが見つからなく
になっています。
て・・・写真なし
青空市場でお買い得野菜をいっぱい買い込んで、きゅうりと大根の
お漬物を作りました。
○広陵町５０周年記念式典に参加しました。
広陵町出身で南極観測体に参加された人や、オリンピックの金メダ
リスト野村選手など多彩な顔ぶれのビデオレターが、なかなか面白か
ったです。広陵は人口３３４００人と県内の町で最も人口が多い町。５
０年を振り返ったスライドが行なわれました。
私が政治に関わったのが２２年ほどですので、いろいろな次期にさ
まざまにかかわってきたことを思い出しました。
ハルちゃんに気に入っ
午後から知人のお見舞いに。
買い物、こどもの日に手押し車の白無垢の積み木を買ってあげまし てもらえたようです。
た。夜は子供全員が揃いました。
今日は特に予定をいれず、朝からおにぎりを持って葛城山を目指しま ラッテ高松のソフトクリ
ーム。食べると口の中
した。道路が混んでいて、葛城山ろく公園に変更。
においしさが広がりま
新緑がキレイで、公園にたくさのこいのぼりが、泳いでいました。
す。お勧めです。
○58回目の憲法記念日 １１時からエコール真美で広陵町松野悦
子，寺前憲一議員、後援会の方々５人、香芝藤本みやこ議員、と私で
憲法守れの署名宣伝を行ないました。
クーちゃんも、大活躍。８４人の署名が集まりました。
○午後から上牧石丸議員と宣伝３箇所、スーパーの警備の人が、拍
手してくれました。
○河合中馬議員と泉台３箇所。
憲法９条のポスターを書けると元気が出てきます。
とにかく暑い１日でした。お疲れ様でした。
○広陵町平尾大橋の付近の堤防、電気がなく暗いとの連絡あり現場
を見にいって高田土木に要望。
地元と施設の維持管理協定を結んでおり、設置も含めてどうするか
町とも協議しますとの事。
○明日の憲法記念日の宣伝のため、ピンクの上質紙を買って憲法９
条と。大和弁憲法９条を筆で書きました。
玉子焼きウインナ、春
○上牧民報の原稿依頼あり。

○県委員会の会議に参加
巻き餃子、サラダ、かし
○広陵町教育長に奈良県母親大会の後援を要請、教育委員会で相 わと菊菜の炒め物
談して返事をします。とのこと
○生活相談なら医大の入り口の車椅子用の車を置く場所に、最近止
めると怒られるようになってとめられなくなった。
遠いところにとめる事になりこまっているとの事。
○今日はメーデー。クーちゃんにたすきを掛けて憲法９ちゃんと書い
て一緒にメーデー参加。子供達に大人気でした。
○１２時から葬儀のため戻ってきました。
5/1 日

ハルちゃんは、けんだまが、お気に入りです。
○赤旗の集金

石丸、金田、今井と
クーちゃん、幡野。
上牧・王寺町議とい
っしょに。メーデー会
場にて
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