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6/30 木

○議会最終日終了２３時３０分ごろ。
　役員選出で自民が分裂多選で行こうとするグループと、多選阻止の
グループとに分かれる。共産党の３人が事を左右する事に。開票の
結果２２対２２で同数に。くじ引きで多選阻止の秋本議長が誕生。

副議長は辻本副議長に。今井光子に三票。
○所属委員会は、私が厚生委員会。なぜか副委員長になりました。
山村議員が総務警察、田中議員が文教です。
○特別委員会は、過疎水資源対策特別委員会です。

○上牧パチンコ店出店に反対する陳情書は最終の本会議に上程さ
れる事になりました。
　取り下げの時に建設委員長の関連企業から陳情書がファックスさ
れて取り下げというメモ。もし議員が特権を使って圧力を掛けたのな
ら大問題と真相を明らかにするように調査をするように要望。
　帰宅は７月１日に変わっていました。

ひじき入り玉子焼き
豚
のしょうが焼き煮物
モズクときゅうりの酢
の物
ちくわのてんぷら

議会の近くのひさや
の
天丼を夕食にたべま
し
た

6/29 水

今日は久しぶりに雨が降りました。恵みの雨。丁度奈良にいましたが
駐車場に行くのに洪水のようで水の中を歩いて車に行きました。

○午後から生活相談、差額ベット問題で五条病院にいってきました。
　奈良から五条まで結構な距離でした。
○新婦人の新しい会員さんに連絡、若い会員さんが増えるのはうれ
しい事です。
○赤旗集金
　五条からの帰り東の空に虹がかかっているのをみつけました。

玉子焼ききゅうりとわ
かめの酢の物ちくわ
のきゅうり詰め、ひじ
き、さばの塩焼きレタ
スプチトマト

6/28 火

○高取町議会議員選挙の告示日、共産党の候補者の出発式に応援
に行ってきました。
　議会のため１番に挨拶をして県議会に向かいました。
○各派連絡会、特別常任、各委員会の希望届けが第１回目で出てき
ました。これから４人以上の代表会派による役員ポストなど水面下の
調整です。
○経済労働委員会
　２０億問題の返済状況を質問５２万円返済があったとのこと、相変
わらずの対応しかしていない県に対して、約定にもと好き増担保や保
証人への請求をするべしと主張。

○パチンコの要望書問題で、住民の陳情を議会に反映できるように
関係者に要請　意見の違いはあっても住民の意見まで反映させない
のはおかしいと同意してもらいました。

ハルちゃんの大好き
な大きなかぶの絵本
です
やっとかぶがぬけま
し
たのところでハルちゃ
んを抱き上げると大
喜
びです

6/27 月

○渇水対策本部が設置されて１０%の給水制限が出されました。
○各派代表者会議
○議会運営委員会　
　上牧のパチンコの要請書が出ていないため確認、本日取り下げら
れたとのこと。地元に確認するも知らず、再提出となるも議会規則の
関係があり、本日の本会議に間に合いませんでした。
　議長に最終日でも配布できないかと要望中。
一般質問　田中美智子議員でした。
○定数検討委員会　第１回会議
小林多喜二の演劇を見てきました。

玉子焼き、鳥のから
揚
げとうもろこし
いわしとごぼうのつみ
れあげ
煮豆レタスプチトマト
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6/26 日 ○議会準備、
○葬儀に参列、ご遺族の方の悲しみに触れつらい別れでした。
○葛城北民主商工会第１０回定期総会出席、挨拶をしました。
　税経センターの田中先生の講演「恐るべき庶民への大増税高負担



時代の到来」政府の税制調査会が誰のために、何のために改正しよ
うとしているのか、軍国主義への道はストップさせましょう。

わらび餅を頂きました

6/25 土

○こどもの国の運動会に参加。会場を走り回る子供達の元気な姿に
圧倒されました。
○帰りに王寺駅を回ると「橋の建設反対」の大きな垂れ幕が、掲げら
れていました。

○生活相談、科学物質過敏症の治療について
○町内の方がお亡くなりになりお通夜に参列、５６歳の奥さんです。
健康は大事です。
○議会準備

6/24 金

○峯さんの葬儀に参列、高田市の吉田市長、中谷議長、国民救援会
中和支部松尾忠さんが弔辞を述べられました。生前の人柄が偲ばれ
涙を誘いました。
○本会議一般質問、休憩中に経済労働委員会の打ち合わせ。
　　議案の賛否検討

○本日奈良市議会解散、市長辞職

蛍を見ましたとてもき
れいでした

6/23 木

○各派連絡会議　役員改選の事
○奈良市の鍵田市長の不信任が可決　解散か、辞職か、話題になっ
ている。
○代表質問
○昨日峯英夫さんがなくなられお通夜に行ってきました。
　高田の元市会議員をされていて、中地区委員会の自治体部として
もお世話になりました。式場には故人の写した写真が飾られていまし
た。
　みっちゃんと可愛がって頂き、本当にお世話になった方です。
土庫病院友の会会長として、最後まで命を守る事に情熱を傾けてこら
れました。６５歳残念です。

産直のかぼちゃハル
ちゃんがうんうんと運
んでくれました

6/22 水

名古屋に日帰りで行ってきました。２２時３０分今ついたところ。あー
疲れた。でも行ってよかったです。

○フジチクの裁判傍聴してきました。
　輸入牛肉を詰め替えて国産に見せかけ買い上げ対称にするために
ごまかしたことが克明に証言されていました。
　農水省が全箱検査をすればすぐに見破られると思ったそうです。な
ぜしなかったのか。ここが問題です。

せっかく名古屋に行
っ
たのでおいしいもの
を
と思っていたのが、昼
ラーメンと夜はお弁当
お弁当はおなかがす
いていた事もあって
お
いしかったです。

6/21 火

広陵町成人病検診を受けました。
○上牧町平和行進、町への申し入れに参加。
　広陵図書館の教科書の展示を見てきました。新しい歴史教科書、
公民、昭和天皇のお人柄が１ページさいて乗っていましたが、原爆は
投下されただけで、何人が亡くなったのかどんな被害だったのかはま
ったく書かれていませんでした。

○河合診療所ピースの会　
○根っこリうたたまの打ち上げ,バサラ祭で長生き節を踊る事になりま
した。

玉子焼きピーマンとし
いたけの甘辛
くしカツ
マカロニサラダ
レタス

6/20 月 ○今日から6月県議会の開会
　子供を守る条例、声を掛けたら逮捕される。ポルノを持っていたら逮
捕などとんでもない条例です。

○葛城市の建築廃材処分業者が４回も火事を出したのに地元にお詫
びもないと先週県に申し入れていましたが、さっそくお詫びが地元に
配られたとのこと。
○県議団会議
○近鉄高田駅に設置された椅子のこと。
○食肉センターの計画と実績調査。

玉子焼きキャベツた
ま
ねぎ豚肉の炒め物、
さ
ばの塩焼き煮豆、人
参



きゅうりと大根の一夜
漬け
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6/19 日

○蒸し暑い1日でした。父の日でふたりの娘がそれぞれプレゼント。2
人ともポロシャツでした。
○議会準備

○牛肉と政治不正の構図　文春新書を読みました。
20億問題にも関係しますが、大変根の深い問題に関わっているよう
です
○河合町パチンコ問題

6/18 土

○知人のお悔やみに名張まで行って来ました。
○上牧町議会でパチンコ店出店反対の請願が可決されたとのこと。
住民頑張りの力です。県にも要望がでています。
　町では開発の場合に事前に地元との調整が要綱で定められていま
す。本来規制のかからない準工業地帯です。地方分権の時代だから
こそ、そこで暮らす人々の合意なしには進めるべきではありません。
　今後これがどのようになっていくのか地方自治のためされる時で
す。

父の日、夫にＴＶ，の入るお休みタイマーつきラジオをプレゼントしまし
た

6/17 金

○各派代表者会議,議会運営委員会
　昼休み知人が尋ねてきて、娘さんが県民ホールで大正琴の演奏を
するとの事、聞きにいって来ました。
　琴姫というグループで2人の女性がすばらしい演奏をしてくれまし
た。ホールには大勢の人が聞きに来ていました。

○図書室で新刊の本を借りる。議会図書室はいつもお世話になって
います。
○県立なら病院に山村議員と癌の放射線の治療の問題を聞きに行っ
てきました。がん治療には薬，手術、放射線の3つの組合せですが、
日本は放射線治療が遅れていて、携わる医師も少なく研修にも入っ
ていないとのこと。
○池の工事問題
○グループホーム。ケアハウスについて担当課から説明をうける

お弁当はお休みです

6/16 木

○河合町パチンコ問題この間の経緯をまとめる
○生活相談・・・・・・生活保護について
○赤目四十八滝に行ってきました、雨後で滝の水も増えてとてもキレ
イでした。久しぶりのウォーキングで疲れました。
　娘が風邪を引いたのでハルちゃんをお風呂に入れました。

　額アジサイを竹の一輪ざしに

玉子焼きほうれん草
鳥のから揚げ
ピーマン、人参ハム
の
炒め物
シュウマイ、プチトマト
塩こぶ

6/15 水

○少子高齢化対策特別委員会
障害者自立支援法、介護保険、障害者住宅、少子化対策について質
問しました。
議事録ができたら県議団のホームページでご覧下さい。

○木下そんきさんから手紙を頂きました。長生き節が各地で広がって
いるとの事。わくわくしてきます。

○生活相談　思春期の精神障害について、生活保護費のこと
○河合町のパチンコ店開発申請を県が本日許可。
○池の工事の問題・・・日程がずれている事調査を約束。

玉子焼き煮物大根人
参こんにゃくかしわ、
グリーンピース、シュ
ウマイ、しゃけ、ひじ
き
キウイ

6/14 火 ○明日の委員会に向けて調査、打ち合わせ
　障害者自立支援法について、介護保険について、少子化問題など

○県議団会議
○6月議会提案議案説明をうけました
　生活相談　思春期の人格障害大変さが伝わってくる。
せめて手当てでも出ればもう少しゆとりができるのに、何ができるか。
一つ一つ寄り添いながら考えていこう。

お弁当はお休みです



○メールにて　介護保険の軽度のヘルパー派遣がなくなるといううわ
さに不安を抱いて連絡をくれました。
　医療機関の受診に1人では受診できず介護が必要、要介護①、質
問に医療を1人で受けられるかというのを入れて欲しいとの訴え。財
政抑制から出発する社会保障改悪は許せません。

1歳3ヶ月の赤ちゃんでもプライドを持っていることにびっくり。
　昨日かえるとハルちゃんがコボちゃんヘヤーになっていました。あせ
もだらけなので娘が散髪したようです。それが可愛いのと面白いのと
で。
「ハルちゃん　面白い頭誰にしてもらったの」と聞いたら、おお泣きされ
ました。

6/13 月

○午前中は分散会各地の取り組み介護保険や国民健康保険改善、
自治体への要求活動など。
　帰りに岡山の閑谷学校を見てきました。江戸時代初めて武士以外
の子供を教育する学校として建てられた日本で最古の学校です。
　すばらしい建築、木造の外は漆塗りで腐敗を防ぎ、瓦は備前焼の見
事なものでした。正面に克明徳との教育方針が掲げられていました。

○生活相談2件
○特別障害者児童手当却下問題、不正問題

ページトップへ

6/12 日

○第8回全日本民医連共同組織交流集会に参加のため、岡山県湯
郷温泉に行ってきました。全国から1400人が集まりました。
　澤地久枝さんの話に感銘。さすが作家です。
　皆が分かっている事を感性に訴えて語り続ける姿に感動。
　9条の会を作る呼びかけ人にと大江健三郎さんから話があったとき
には心臓のペースメーカーを入れたばかりで、ことわったもののあな
たはやるべきですといわれ退院2日目に鎌倉に講演に行かれたそう
です。
　戦争に生かせるために子供を生んだのではないと世界中のお母さ
んが言えたら戦さはなくなると。
　私たちがやる事はまわりにそのような人を大勢作る事。
　夜は人間裁判の映画を見ました。岡山の結核療養所の朝日茂さん
が生活保護の人間の尊厳を求めて闘った裁判です。
　私の恩師児島美都子先生がケースワーカーとして証人台に立って
いる姿が出てきました。人間が人間らしく暮らせる社会にしたいもの
です。

長生き節を披露。
歌詞とテープを送っ
て、今度の祭に来て
下さいとなかなか好
評
でした

6/11 土

今日から入梅、雨の1日でした。朝からお見舞いに。

○午後から日本共産党を知る会に参加。
　日本共産党の役割や共産党に入って世の中をよくすることに力を貸
してくださいと訴えました。いつも素敵な方と出会えるので、入っては
もらえませんでいたが、またお知り合いが増えました。

次女が帰って来ました。おなかが大きくなってだんだん立派なおなか
です。もうすぐお母さんとは信じられませんが、皆そんな風に子供によ
って親にしてもらってきたと思います。

○王寺民報の原稿送る。

炊き込みご飯をたき
ま
した。

6/10 金

○なら医科大学病院の玄関前駐車場が、いつも同じ車が並んでいて
使えないとの苦情があり、現場調査、限られたスペースでいろいろ考
えていましたが、ちょっと駐車が後ろの車が出られなく歩道部分を乗
り越えていく車も2台見かけました。
　段差解消については雨水との関係もあり検討してみるとの事でし
た。

○広陵町沢の県道沿いに3台の車が歩道に止めたままで、歩行者が
交通の激しい車道歩き危険との事で現場確認、県警ン改善を申し入
れ。
○20億弁護団会議参加、資料の準備。

写真を写し忘れまし
た
玉子焼き、ほうれん
草
のバターいため。豚
肉
のワイン煮、シュウマ
イ、人参とキャベツの
いためもの

6/9 木 ○県議団で県立高校入試制度改革に対しての要望書を提出。
　それぞれの学校で異なる試験問題、科目もばらばら、面接作文と、
判定の困難なものの透明性の確保などやめるようにと申し入れまし
た。

○委員会準備、介護保険、障害者自立支援法、学童保育などの調査
を行ないました。
○児童相談所の職員配置基準改正に伴い奈良県の実情を聞きまし
た。　今年度4名増員、専門性が問われており、あたらしい基準に合っ
た配置となっているとの事

玉子焼き、サラダ、鳥
のから揚げ、糸こん
に
ゃくとごぼうのおかか



　児童相談所は、社会福祉士の資格取得のときに実習させていただ
き、専門家の配置と増員を一貫して主張してきました。

いため
キュウイ、梅干
鮭フレーク

6/8 水

リサイクルごみの日ビンの口にあるプラスチックを外すのが大変でし
たが先日リサイクルバサミを買ったら簡単に取れるようになりました。
お年よりは大変だと思います。

○久しぶりに1日まとめの作業で家でワープロと向き合っていました。
目がちかちかと2重になります。
○20億問題
○県道の不法占拠問題、担当交代について問い合わせあり
○赤旗新聞が増えました。

玉子焼きほうれん草
し
ゃけ、豚肉とキャベツ
の味噌いため、煮豆
梅干

6/7 火

○名張までドライブに行っていました。
　赤目養生所体験入所でお昼ご飯を頂きました。健康を、1に養生、2
に環境、3に薬としてさせているところです。
　大自然に囲まれて、玄米を主食に取れたての無農薬野菜、間引き
人参はそのままゆでただけでも甘みがあって元気になりそうな食事で
した。

○20億の事、
○差額ベットの事
○地区委員会総会
○上牧のパチンコ署名が10,000筆を越えたとの事。
　　住民のパワーに脱帽です。

きゅうりと鳥ささ身の
和え物
餃子水菜と厚揚げの
煮物、ポテトサラダプ
チトマト

6/6 月

○県議団会議6月議会に向けて
　障害者住宅の要望、県営住宅に作る時は、入り口を━開き、廊下を
広く、トイレは車椅子で入れるように、畳は座高の高さに・・・

○新庄町、自社処分場から4回火災が発生した問題について件に改
善を申し入れ、葛城市会議員白石氏、山村,いまい

鍋焼きうどん、
伸びたくらいが丁度
い
い具合でした

ページトップへ

6/5 日

○第48回奈良県母親大会が香芝市で開かれました
　午前中子育ての分科会に参加。今の子供の現状．コンビ二、ケータ
イ、異性との交際、10代の妊娠、親はどう立ち向かうか。日の丸君が
代、学童保育、ＰＴＡのありかた。学級崩壊クラスを受けた先生の模
索途中の奮闘振り。いじめをしている子がいじめている事にきずいて
いないこと、1人ではできないと問題を提起して教頭先生が、子供に
日本の一番大事な法律にはすべての人が幸福に生きる権利がある
と話してくれたことなど、子供の体の異常、睡眠不足の子供達、食事
など実にさまざまな意見が出されて奈良県内の子供がどんな現状に
いるのか大変勉強になりました。
　午後からの新屋英子さんの1人芝居もずっしりと来るものがありまし
た。初めての中和での開催、実行委員の皆さんご苦労様でした。

○20億のこと
○ごみの有料化問題

　県下各地のお母さ
ん
がそれぞれの地域か
ら取り組んでいること
や要求を持ち寄って
勢
ぞろいです。

6/4 土 
 

○20億問題、経理の専門家の意見を聞きに行く。
私たちで分からない分析と視点でアドバイスを頂きました。

○池の工事の問題、これまで被害を受けていた人の主張と、県の工
事日誌に5ヶ月の誤差がありましたが、当時の写真が出てきて冬景色
にもかかわらず7月に終わったとされている工事がまだ着工されてい
ない事が判明。

　職場の先輩で先日お亡くなりになった方のご主人から手紙を頂きま
した。妻が生前国立大学の学費値上げに、学びたい人が学べなくな
るといっていたため私財を投じて母校の北海道大学にビンボーな女
子学生を支援する奨学金制度を創設したとの事。
　最後のお別れの言葉があまりにも奥さまへの愛情に満ち溢れ、そ
の後おたずねすることも迷っていた私でしたが、そんな形で悲しみを
乗り越えようとしておられる事に敬服しました。

おまるに座ってパンツ
を自慢げに見せてく
れ
るハルちゃんです

6/3 金 
 

○20億問題で連絡

今日は具体的なスケジュールをいれず、昼食を近くのお蕎麦屋さん
に歩いていってきました。品数が多く量も程よく、おいしく頂きました。
午後からミリオンダラーベービーを見てきました。

玉子焼き高野豆腐の



○県営住宅の建て替え計画に車椅子住宅を作って欲しいとの要望が
寄せられました。

卵とじ、ピーマン肉づ
め、煮豆
ごぼうてん砂刷りとね
ぎの炒め物

6/2 木 

　美容院に行って久しぶりにパーマをかけました。いつも掛けてすぐ
はおばさんおばさんするのですが、ちょっとましかな。
○吉野川流域下水の事で大規模団地の自治会長さんが県にいつ繋
がるのか．雨水が入って量が多いが30年以上も前の下水管はコンク
リートでひびが入ったりしやすい、回収も費用がかかる、現在の浄化
槽も古くなってきていつまでも使えない、これをどうするのかと聞きにく
る。これは全国的な問題です。

○医大の駐車場問題で事務局長より報告あり
○ホームページの原稿
○池の工事の問題

玉子焼き,人参、大根
こんにゃく、ちくわの
煮
物、鯛の塩焼きにま
め、きゅうりとわかめ
の酢の物

6/1 水
 

今日から6月、エコスタイルになっているはずですが、今日お会いし
たひとは、ネクタイをつけていました。
○入院の部屋代免除の件
老人保健施設の対応の不服を県に訴えたいとの事で相談所と同
席。
1週間ほどで状態が悪化、家族にも知らせない、など

○パチンコ問題、現状変化ないことを確認
○池の問題

卵やき、豚のしょう
が焼きひじき、ちくわ
のきゅうり，いかげ
そとピーマンの炒め
物ごぼうと人参のさ
らだ
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