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7/31 日 
 

○なら市長選挙、議員選挙の投票日，途中雨が降って投票率が心配
でしたが前回よりもかなり上がったそうです。7名全員当選できますよ
うに。

○池の工事のこと
　馬見公園を歩いて朝の散歩が日曜日の習慣になってきました。 スイカを皮まで食べ

ま
す

7/30 土 
 

○生活相談
　老人ホームに入りたいが何処もいっぱい。グループホームに入って
いたが骨折して出る事になり、自宅にいるがこのままではなたきりに
なってしまうとのこと。老人保健施設でのリハビリ受ける事を進める。
○河合町で赤旗拡大、日刊紙1部日曜板5部　地域を回ると切実な生
活が伝わってくる。
○赤旗の集金
○河合町のパチンコ問題
○奈良の選挙で知人に依頼

7/29 金 

○ならの老人クラブで靴下のわっかが欲しいとのことで靴下の内職の
人に聞いて届けました。
○20億事件について
○アスベスト問題、他府県の体制を確認、奈良でも改善の方向とのこ
と
　河合診療所の患者がアスベストに以前勤務した事があり、労災申
請の県で相談、自宅訪問アスベストの会社の人もも来られ,王寺の会
社で相談受付して県内で2箇所の医療機関に検診依頼をしていると
のこと。　社員については名簿があるが、30年代以前のものは残って
いない、水害で抜け落ちている書類もある。
　20年代の人で相談があり、労働ｌ基準監督署に確認したところ家族
と会社の同僚の証言があれば認めるとのことである。

玉子焼きウインナ、し
ゃけアスパラの胡麻
和え、シメジのバター
いため、小松菜のお
浸し、煮豆

7/28 木 
 

○車の車検で代車が来ました
○第54回部落問題夏期講座、今回が最後の夏期講座ということで京
都まで行ってきました。
　最近はパソコンで電車の時間や地図を確認していくのですが、調べ
る時間が無く会場の電話だけ調べて何とかなるわと出掛けました。
　近鉄の丹波橋から京阪に乗り換え丸田町に行くのに特急に乗った
ため三条で下車。次に乗り換えるのにまだ時間があるからと近くで食
事をしたらすっかり丸田町にいるものと思い込んで歩き出しましたが
さっぱり分からず、丁度人の良さそうな若いおまわりさんが自転車で
回っていてたずねたところさっぱり分からず本部に問い合わせ。
　教えてくれたのが道が一筋違っていて真夏の京都を歩きました。事
前に調べていたらこんなことにならなかったと思う一方、いろいろな方
と話してなかなか面白かったです。

　夏期講座は、学生時代にも参加したことがあり当時読みあさった、
杉之原寿一先生や東上高志先生の講演を聴き歳は取られましたが
情熱のこもったお話に感慨深いものがありました。
　全国から、研究者だけでなく教師も、学生、市民も一堂に集まって部
落問題を語ってきた講座が日本の民主主義の実践に果たしてきた役
割が大きかったと思います。
　人権問題は国家が保障すべきことですが、それを怠ったままで国民
相互間の問題に矮小化しているところが問題という指摘はなるほどと
思いました。
　東上先生は教師集団が子どもを教える。勤務評定など教師をばら
ばらにすることは問題。どの子も伸びる、皆が分かる生きる事と学ぶ
事を結合させた教育実践が行なわれていたら長崎の殺人事件など起
こらなかっただろうといわれました。

7/27 水 
 
○王寺町の橋の件で住民の申し入れ
　30年前の都市計画決定がなぜ現状が変わっているのに進められる
のか。町の必要とされている理由　7町合併の玄関口というのは合併
にならず、乗降客10万人、実際は半減人口増もなし、駅前全体の利
用者が増えていないのに確認する。
　南側を利用していた人が北に流れているだけ、理由のひとつぐらい

玉子焼き、豚肉のみ
そ焼き。煮豆
春雨の酢の物
小松菜とちくわの煮
物
写真を撮り忘れて食



何かの間違え程度の話ならよいがすべて違っている理由で20億の予
算がついて住民が困る事業を進めるのはおかしい。
　県として,町に対し何をもとにそのような理由を提案したのか、計画
見直しの手法はあるのかなどほうこくを約束する。

○アスベスト問題日本共産党の申し入れ
○食肉センター残渣量調査
○厚生委員会の視察の件
○池の工事の件県

○新婦人の会議。散らし寿司と手巻き寿司のパーティーでした。ご馳
走様でした。

べてから気がつきま
し
た。

7/26 火 
 

　台風が針路変更になり、たいした事がなくてよかったです。
○市田さんの日本共産党83周年記念講演の学習とまとめをしまし
た。　以前から香芝の学集会の講師依頼をされていましたが、切羽詰
るとはすごい原動力と感心します。王寺の女性の会議でも、報告させ
てもらいました。

○昨日留守だったところから日曜版を読んでくれるとの連絡があった
そうです。
○アスベストの申し入れの事で県と日程調整、明日11時約束

ペンたてにも、一輪
挿
しにもなるものを作っ
ていただきました

7/25 月 
 

○上牧町パチンコ店出店問題。本日高田土木から県に申請が上がっ
たとの事。
○王寺町赤旗拡大、金田議員と1部、いろいろ会話をするとアスベス
トは知っている人だけでも3人がなくなっているとのこと。
　ある方は、住民税が上がるのに共産党しか反対してくれなかった、
共産党に頑張ってもらわないと激励をしてくれました。

○福祉医療の貸付制度について役場で説明を聞きました。
　紙おむつ助成制度は、王寺町は県の改定に合わせて身体条項だ
けは変更したが、所得用件は従来どうりとの事です。

○新婦人の班会議の打ち合わせ
　広陵町の国民健康保険の減免基準が変更されているのに説明が
ないと。

玉子焼き、鳥のから
揚げレタス、煮物高
野
豆腐しいたけ人参、
ち
くわえび、こんにゃく、
おくら

ページトップへ

7/24 
日  

○たんぽぽのわたぼうし音楽会30周年記念メッセージを送りました。
○広陵町後援会で毎年恒例行事のツアー
　美杉ビレッジに行ってきました。60数名が参加してくれました。議会
報告をした後正木あつし衆議院3区予定候補が決意表明しました。

○アスベスト問題では、以前工場あった地域の住民が不案を感じて
いるとの事です。
　ハルちゃんが昨日はじめて理容院で散髪、いかにもいたずらっぽく
なりました。

せっかくの旅行にデ
シ
カメのチップを忘れて
残念

7/23 土 
 

馬見公園の散歩
○大阪府委員会にて「アスベスト問題」の近畿府県の会議が開かれ
ました。
　兵庫では輸入アスベストの3分の１が神戸港からはいってきたそうで
す。港湾労働者、造船、鉄鋼、電力鉄道建築労働者、自動車修理，
解体などさまざま分野に及びます。医療体制についてもアスベスト検
診の基準を国で策定し県に指導して医師会などでも学んで住民が身
近なところで健康管理できる体制を取れるようになどの意見がだされ
ました。
○王寺町橋の問題
○上牧のパチンコ問題、木曜日に町長が開発の同意をしたとの事

吉井英勝衆議院議員
が報告しました

7/22 金 
 
町内の方の葬儀に参列57歳の奥さんです。
今月に入って3人がお亡くなりになり癌が原因でした。ご冥福を祈りま
す

○県庁に、食肉センターの残渣の調査を依頼しました。
○県内視察の事。児童自立支援施設精華学園の希望の目的につい
て担当課長から問い合わせがありました。
　いつも新しいところを見て回りますが、施設が老朽化しており、子ど
もの問題が凝縮しているので何とか日が当たるようにと伝えました。
○王寺の橋のことで都市計画化に予算がついた経緯について住民
が問い合わせに来る事を伝える。
○北葛城たより原稿
○アスベスト問題について

お弁当はお休みです



○河合診療所友の会世話人会、ピースの会
○中南和地区委員会総会

7/21 木 
 

○中南和地区委員会常任会議
○王寺町橋の建設問題
　赤旗日曜版が増えました。
○上牧パチンコ問題。

とても暑い1日でした。
○王寺のアスベスト近隣住民がなくなっていることが分かりました。
　これまで57人の死亡が確認されていましたが、39年間近隣に住ん
でいた男性が平成12年胸膜中皮腫で64歳で死亡。
　平成13年、85歳で死亡の女性は47年ごろまで近隣に住み、2年間ア
スベストでアルバイトをしたこともあり、長男は会社に出入りの運送業
者で10年間に渡り作業着の洗濯をしてきた。
　平成16年運送関係会社の従業員も中皮腫で死亡、。55歳の男性は
療養中。昭和12年から操業している。
　住民は住んだ事は仕方が無いが、今後いつ発病するか不安、継続
して検診が出来る体制を取って欲しいとの声が寄せられました。

アスパラと人参の牛
肉巻き、玉子焼きた
ま
ねぎとピーマンの味
噌
いため、ウインナソー
セージ、トマト
きゅうりと、みょうが
の
ごまず合え

7/20 水 
 

今日は1日子守でした。
病時保育は本当に大変です、いつもなら元気に遊ぶのにすぐに抱っ
こ。ぐずぐずと泣き出します。夕方娘が帰ってきたときのうれしそうな
顔を見たらお母さんは偉大です。

　次女がすいかのようなおなかを突き出して帰って来ました。
ハーモニカの音に反応しておなかの赤ちゃんが動きます。もうすぐで
す。

　夜は高田のさざんかホールで行なわれた朗読劇「この子らの夏」を
見に行きました。会場いっぱいの人でした。
　原爆がどんなに悲惨なものかが伝わります。「広島の町はしずかに
あるいてつかあさい」とのメッセージが心に響きました。

玉子焼き、えびのぴ
り
から、小松菜と厚揚
げ
の炊き合わせ、アス
パラのハムまき

7/19 火 
 

久しぶりに夫が出勤するため食事と弁当作りをしました。
当面半日勤務のリハビリ期間となります。
○朝から庭木の剪定にシルバーの人が来てくれました。
ハルちゃんが熱を出して保育所をお休みしました。
○暑中見舞いの返事、3通

○アスベスト問題では斑鳩工場周辺住民もなくなっていることが分か
りました。近畿ブロックの対策会議が開かれる事になりました。
○西真美にコンビニが出来る問題で住民が反対しているのに着工さ
れたとの事で届出がある日、調査して欲しいとの事。
　高田土木に問い合わせ、13日に確認が出ているとの事。
○月刊奈良のインタビュー原稿が届き一部訂正を依頼
大迫ダムの水位が４７%で節水を県民にお願いしているとの連絡あり
○20億の弁護団会議の連絡あり

玉子焼き、人参ゴー
やと豚肉のチャンプ
ル
しゃけ切干大根と油
揚げの煮物
プチトマト。いかなご
のくぎに。梅干

７/18 月 
 

　舞鶴は海上自衛隊の基地があり、港には沢山の艦船が止まってい
ました。若い青年の海上自衛隊員が、連休あけで戻ってきていまし
た。
　町には艦船寄港を祝う紙が張ってある店もあり複雑な思いです。
　駅前は再開発の失敗で空き地だけが、目立ち人気も無くがらんとし
た様子でした一路奈良に帰って来ました。

ページトップへ

7/17 日 
 
　城之崎温泉に宿泊
　人口5000人の町でしたが、合併になったのは昨年豊岡が水害で大
変な事になり、同情合併になったと旅館の方が話してくれました。
　城之崎は町ぐるみで観光客を迎えようという活気があり気持ちのい
いところです
　出石でおそばを食べて舞鶴の引揚者の記念館に行って着ました。
国が１０港を引き上げ受け入れにしていましたが、舞鶴だけが、最後
まで残されて昭和３３年まで６２万人をを受け入れたそうです。
　すべての抑留者を引き上げるように頑張ったのは、大木英一という
奈良県の人だったと聞いてびっくりしました。
　政府が見捨てた中で舞いずるでは市独自で孤児の身元を引き受け
たり、身寄りの無い遺骨を埋葬したり病気の方を治療したり、婦人会



ではふかし芋と湯茶の接待を行なったりしたそうです。
　岸壁の母の事も紹介されていました。ボランティアの方の熱心な語
りに時間も忘れもう１泊する事に、商工会館に駆け込んで宿泊先を探
してもらいました。

7/16 土 
 

南光町のひまわり祭に行ってきました。
以前たずねた時役場が1番古い建物でもうきれいになったかなと思っ
たら相変わらずでした。
ひまわり祭の会場まで無駄な建物が無く昔の町並みがあり美しい自
然の中にひまわり畑が広がっていました。偶然山田町長さんにお会
いして選挙に来ていただいたときの御礼を言いながら一緒に写真を
撮ってもらいました。
　10月に合併、又頑張りますといわれていました。
　ひまわりはたくさん種類があり1番大きなジャンボひまわりは中学校
の子供達が授業で育てていました、一人一人の名前が書いてありま
した。
　福祉センターの玄関には町で生まれた子供達の手形が飾ってあり
ました、お年寄りや子供達が大事にされている町であることが良く分
かりました。

山田町長と

ひまわり迷路の前で

7/15 金 
 

朝から久しぶりに真夏日で太陽が照り付けました。
夫の病気が回復し今日退院となり迎えにいってきました。
　皆さんが名残を惜しんでくれて見送ってくれました。入院の時のこと
を思うとこんなに元気になったのがうそのようです。
次女と食事を取りました。夫の職場に挨拶に。皆さん喜んでくれまし
た。

○夜は王寺町の議会報告会でした。
今日は共産党の83周年。忘れられない日となります。

身体は食べ物からで
きています。食を大
切
にして養生しました

7/14 木 
 

○各派連絡会
○議会運営委員会
○委員長副委員長会議
　新たに当選された橿原の２人の議員の紹介、会派の所属、各種委
員会の所属などが話題になりました。
　これまで要望してきた委員会の議事録のホームページ掲載が実現
する事となりました。
　委員長副委員長会議では、県外視察のあり方について
　２泊３日となっていていつも遠方が中心ですが、近隣のところはほと
んど視察する事が無く、予算の範囲で目的を明らかにして柔軟にす
べきではないかと提案しました。
　提案の方向で意見がまとまりました。視察の報告もすべきと主張。
アスベスト問題で平松順子さんが来て関係者と懇談しました。

7/13 水 
 

○リサイクルごみの日、家中のダンボールや古新聞、などをかき集め
て出しました。
○上牧パチンコ問題、今日町議会全員協議会が開かれました。
○アスベスト問題
○池の工事の問題
　娘夫婦の結婚２周年。
ふたりで食事に行くというのでハルちゃんを預かりました。
なかなか寝てくれず壁に映った自分の影に興味しんしんでした。
　夫の作詞した「再会」が有線に流れるようになってリクエストが、多く
なっているとの事です。
　デモテープを聴いただけなのでどこかで聞いてみたいと思います。

7/12 火 
 

○靖国神社の問題のビラをまきました。後半分残っています。
○奈良市の支援、奈良全域で街頭宣伝。
　久しぶりの宣伝カーで疲れました。
○アスベストの問題。
　広陵町の巽や製作所でも１人が亡くなっていました。アスベストを作
っていたのは昭和５０年から平成６年までとの事。
　コウリ山の人も王寺のニチアス退職後調子が、悪いとの事で相談が
ありました。

　昨日ハルちゃんが保育所でお友達とおもちゃの取り合いでもしたの
でしょうおなかに歯の形がついていました。
　家でおなかを見られてために、今日はみんなのおなかをめくって見
ようとしていました。

お弁当はお休みです
元気屋のラーメンレ
デ
ィスセット６８０円なか
なかおいしかったで
す

7/11 月 
 
○上牧町パチンコ店問題で住民が県に要望。
　議員が関与して陳情の取り下げが、あったかどうか議会で調査中。
申請があがっても手続きを留保されたい。
○王寺民報の原稿

煮物しいたけ、高野
豆
腐人参、かぼちゃちく
わ、豚のしょうが焼



○月間なら８月号インタビュー
　３人の県会議員が憲法についてや、子どもの安全、介護、教育につ
いて語りました。共産党は皆同じ事を言うと思っていたらそれぞれが
いろいろな意見を持っている、と感心されました。
○議会運営について議長に要望書を提出しました。
○アスベスト問題
　危険な事は下請けがしていたようです。石綿の吹きつけと塗装など
は工事をする人はマスクをしても、回りで別の工事をしていた人は無
防備です。後の掃除でも山と積もったダストのかたずけ運搬、ビルの
解体、大変な問題です。

○中和広域消防の不正入試問題で御所の小松議長が逮捕されまし
た。高田の森村市会議員に続いての逮捕です。１８人が新規採用と
の事、徹底調査が必要です。

き。水なのバターい
た
め、ミートボール

ページトップへ

7/10 日 
 

○今日、中南和地区委員会が誕生しました
　奈良県でもっとも広大な面積、人口も過半数の大きな地区委員会で
す。私たちの頑張りが奈良県をかえる大きな力になる事を確信しまし
た。今日が歴史に残る日になりますように。
○上牧パチンコ問題
○王寺のアスベスト問題

快気の挨拶にこられ
ました、交通事故で
心
配しましたが、若いの
でよく頑張ったと思い
ます。

7/9 土 
 

○６月議会報告原稿　新聞切抜き
○上牧パチンコ問題、町議団との打ち合わせ

○ペット問題、その後訪問してきました。うわさのチャンネルでこの問
題が取り上げられビデオを見せていただきました。
○赤旗日曜版一部　これまでいろいろ困難なときに助けてもらってき
たといわれておりました。

7/8 金 
 

室生寺にいって来ました、台風で木が倒れ五重塔が崩壊されて、修
復されていこう何度も初めてです。新緑の中に美しい塔が見事によみ
がえっていました
奥の院の階段は以前と違って休憩しながら上りました
涼しい風が、とても心地よく感じました

○上牧パチンコ問題
○６月議会の報告原稿がき

橋本やさんで山菜料
理を頂きました

7/7 木 
 

今日は七夕です、ハルちゃんが保育所で作った笹飾りを玄関に飾り
ました。

○厚生委員長と県内視察の打ち合わせ
○パチンコ店の建設に関して調査
○高松塚の壁画の問題で地元の意見などを聞く
○女性部会
○日本共産党中地区委員会会議

ちくわのきゅうり詰め
玉子焼き、ひじきピー
マンとなすの味噌い
た
め
豚肉のしょうが焼き

7/6 水 
 

○五位堂駅前早朝宣伝
○上牧パチンコ問題
○２０億の裁判第９回公判
　相手方の反論書の提出なし、次回１０月５日１０時
○パチンコ店出店にあたり、駐車場や浄化槽の基準について調査。
○高松塚の壁画の保存に関して県の意見を聞く、知事が現地保存の
方向で８日、国に要望に行くとの事。

○アスベスト問題で担当課長から報告あり、さっそく現地に職員が行
って調査、周辺住民への影響などもどうするか相談しているとのこと。
○西和７町議員団会議
○池の問題

7/5 火 
 
○王寺町のはしのこと
○上牧パチンコ問題要望
○生駒総合病院のこと健康局長に申し入れ
○県委員会総会
○郵政民営化法案５票差で可決。
○ニチアスの公害の事この間全国で８６人が死亡、王寺工場の関係
で36人死亡。

　ハルちゃんがいけ花を触って花をばらばらにするので、今回は最初
にこれは触っちゃダメと言っておきました。おとなしくなって姿が見えな

えびと卵とインゲンの
炒め物塩じゃけ、金
平
ゴボウ



いと思ったらそーと触りに行っていたようで、はっぱが折れた跡が残っ
ていました。ソーと黙って出てきたので自分でよくないことをしている
事を知ってやっていると思ったらとても面白かったです。
　見つかったという顔をしていました。

なます
餃子めろん

7/4 月 
 

今日は１日雨、蒸し暑い日でした。
○上牧パチンコ問題
○王寺町の橋の問題，住民の反対運動にさまざまな圧力がかかって
きている。

○介護保険の交渉県下各地の議員さんが参加。それぞれの切実な
要望を行ないました。国が具体的なことを出していないため概要がま
だ分かりません。
　いずれにしても介護保険は国民の保険料でまかなわれており制度
を変えるにはそれだけの説明責任が必要ですが、自治体関係者さえ
概要説明もできない改革を実施間際に行なうのは許せない事です。
　福祉が申請主義である以上は少なくても半年間の周知徹底期間を
おくべきではないでしょうか。
　ホテルコストの十月実施も利用者はどんなに不安を感じておられる
事か分かりません。

○生活相談・・・・・・差額ベット料金の事

玉子焼き　にしん甘
露
煮インゲンの胡麻和
え、ウインナときゅう
り
野菜と肉の炒め物
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7/3 日 
 

○第４回環境フェスティバルに参加。
　６月３０日を持って広陵町の清掃センターの操業が停止しました。そ
れを祝ってのつどいでした。
　コーラスや、フラダンス、ジャスバンドと多彩なもようしでした。
　南３丁目自治会から始まった１５年間の約束を守れという声は、周
辺自治会にも広がって、住民訴訟まで発展、２００１年１月１１日和
解。
　２００５年６月３０日を持って停止との約束が守られました。
　国民主権が日本国憲法には定められていますが、行政が約束をも
盛らず住民が泣き寝入りする事が多い中で、私の地元では当たり前
のことを求めてみんなが団結して今日をむかえました。
　歴史に残る闘いですと挨拶をしました。

○生活相談・・・・・・障害年金について

せっかくカメラを持っ
て
いきましたがチップを
忘れました。残念

7/2 土 
 

○成人病検診の結果を聞きに行く
　特に問題なし運動不足を指摘されました。
　健康は本当に大事です。いまインドアーューベーダー医学に関心が
あります。５０００年も前のものですが、現代人がいかに不健康な生活
をしているか考えさせられます。

○町内会の方の葬儀参列　７６歳の女性女の人が亡くなると残された
ご主人がとても気の毒な気がします。
○高取町議会議員選挙支援　高取に行く途中、橿原の県会議員補欠
選挙が行なわれていました。

○王寺町の橋の問題
○奈良県の介護保険について問い合わせあり
○赤旗の集金

7/1 金
 

○上牧パチンコ問題
○池の工事のこと
○インターネットを光ファイバーに変えるため工事をしてもらいまし
た。
　家のかたずけやたまっていた用事をかたずけました。
○河合中馬議員と赤旗拡大に残念ながら拡大にはなりませんでし
た。
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