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8/29 月 
 

○五位堂駅早朝宣伝
○上牧町ぱちんこ問題、住民と弁護士さんとで県の担当課に申し入
れ
○王寺町の橋問題、都市計画課より説明を受ける。
　30年前の都市計画決定を変更する場合は、自治体より変更計画を
提案して手続きをするとのこと。
○奈良民医連新聞の原稿。

お休みです

8/28 日 
 

○北葛城郡ママさんバレーボール大会
　他の県会議員が来られていなかったので挨拶をしました。
31回目の大会、平和であってこそ出来る、アメリカのお母さんの話を
紹介なぜ私の息子がイラクで死ななくてはならなかったのかブッシュ
大統領にあって聞きたい、とプラカードを持ってたっているのに静かな
支援が広がっている。
　私たちの国からつらい思いをするお母さんを1人も生み出してはなら
ない。目前に差待った選挙確かな選択をと訴えました。
　後で考えたら昭和29年から始まったと思い込んで戦後復興でゆとり
が出てきた時と言ったものの、計算間違えでした。
○上牧支部決起集会
○宣伝５箇所
　エコール真美で女性後援会が宣伝、24時間テレビの募金キャンペ
ーンをやっていてにぎやかでした。

炊き出しの肉ジャが
を頂きました
仕上げにごま油を加
えたとか風味豊な肉
じゃがでした

8/27 土 
 

○風があって晴天で今日は演説日和。日焼け止めクリームを塗って
広陵町内に宣伝をしました。20箇所、野良仕事をしながら聞いてくれ
ました。うるさいと1件から苦情。
　明日の女性宣伝の準備、郵政民営化問題でアンケートを配布ポス
トの投票箱に入れてもらいます。おそろいシャツにアイロンプリント明
日が楽しみです。選挙は楽しいと人が寄ってきます。
闘いが楽しくなる時、戦いの輪が広がる、そしてあなたは燃える人た
ちに出会う。

8/26 金 
 

○台風が過ぎて晴天　今日は全駅一斉宣伝で五位堂駅に行きまし
た。　タクシーの運転手さんが8時前になったら追い払うような手振り
でどけの合図。もう10分ぐらいで終わりになるので会釈をして「この4
年間の小泉構造改革は何をもたらしたでしょうか。賃金は減る。雇用
形態は臨時雇いに変えられ。・・・・」と大企業がどんなに優遇されて国
民がどんなに苦しめられたかを話し構造改革の行き着く先は、大増税
と戦争への道。運転手さんがうなづいて聞いてくれました。

　ハルちゃんを保育所に自転車で送っていきました。奈良県の節水も
解除。プールには入れるので大喜びです。
○上牧のパチンコ、この開発許可が下ろされたと電話がありました。
○20億事件関係者の捜査が核心部分まで来ているようです。
○3区選対会議
○上牧町宣伝6箇所

しゃけフレークのおに
ぎり、そうめんマカロ
ニサラダ
豚の角煮と大根人参
ちくわの煮物

8/25 木 
 

○畠田早朝宣伝、畠田駅がいまだに男女共同トイレとのことで改善
の要望が出されました。
○3区選対会議
候補者の日程調整もなかなか大変です。
○土庫医療後援会決起集会。
○20億事件捜査が進んでいるとのこと
○上牧のパチンコ問題で弁護士さんより連絡あり

お弁当はお休みです

8/24 水 
 

○箸尾駅早朝宣伝
○3区女性選対会議　あっという間に事務所の掃除が出来ました。さ
すがです
○夕刻宣伝
○20億のこと
○差額ベットの払い戻しのこと

カレーライスを皆で頂
きました。

8/23 火 
 
○議会運営委員会で朝から県庁へ
　財政課より、9月議会に法人税の超過課税の5年間の更なる継続で
議案を出すとの説明あり、これの対象法人は県内19000あるうち2300
との事。昭和50年代から始まっているが当初6，２％が、6.0．5.8と下
がり、以前は400０万円以上が1億以上となっている。法人税が小泉
内閣の下で下がってきていると訴えているがこんなところにもくっき
り。



　最高時45億が今は20億台に。議運で議長より代表質問を3人以上
の会派からに規約変更したい。次回までに意見を聞いてきて欲しいと
の提案あり。

○パチンコ店の陳情とり下げ問題で調査をするよう議長に要望。
○池の工事の件。
○河合、上牧ぱちんこ店の件
○広陵町馬見北5丁目の石材置き場から砂利が通路に流れている問
題で県に改善要望。パトロールに行ってくれたが、町の道路とのこと
で連絡あり。

ももチャンに会ってきました。またふっくらしてきています。
○日本共産党大演説会、会場いっぱいになりました

玉子焼き、ウインナと
きゅうりの串刺しおか
ら。きゅうりとたまね
ぎの酢味噌和え、豚
肉のねぎ焼きプチト
マト、梅干

8/22 月 
 

○王寺駅早朝宣伝。民主党も来ていました。
田中康夫長野県知事新党国民を結成
○生活相談。生活保護について
○財政課より予算の事で説明したいと連絡あり
○3区選対会議
○街頭宣伝
マークを入れたＴシャツを作りました。なかなかの出来です。

デジカメが行方不明
になりました。見つか
ったらＴシャツを紹介
します
鳥のから揚げ、ポテト
サラダ、わかめときゅ
うりの酢の物、金時
豆
プチトマト

ページトップへ

8/21 日 
 

○5時半におきてビラまき、いい運動です。
今日は3区事務所開き。歌声後援会でねがいと長生き節を踊りまし
た。150人が参加。心配していた雨もたいしたことが無くてよかったで
す。
　挨拶では86年い参議院に出た時自民党は開票1％で当確。でもうそ
を言わないと票が取れない党は、見掛けは大きくてもたいしたことが
無いと思っていたら、細川政権以後自民党単独政権はもう出来なくな
り新党が出来出来ては消えていったが、今は与党が大きいだけの日
本になってしまった。
　今こそ野党として共産党を伸ばす事が大切と訴えました。
候補者も気合がはいっていました。
○馬見北を中心に宣伝10箇所行ないました。

回転寿司にいってき
ました、ハルちゃんは
いけすの魚に大喜び

8/20 土 
 

朝から夫とハルちゃんを連れてベビーカーで馬見丘陵公園にカメを見
に行ってきました。手を叩くといっぱい集まってきましたが餌が無い事
が分かると撤退していきました。

○河合町郵便局長さん訪問、がんばって下さいと激励。
○赤旗１部増えました、宣伝２箇所
○３区選対会議
○広陵宣伝２箇所、夕食の買い物を娘がしている間中、エコ真美で宣
伝しました。郵政問題で共産党はどうかんがえていますかと聞かれま
す。話すと反対の理由を分かってもらえます。
　マスコミの宣伝と草の根の宣伝とどちらが勝つか、日本の未来がか
かっています。

なかなかいいビラで
すお読み下さい

8/19 金 
 

○五位堂早朝宣伝
○高田早朝宣伝
○中央から宣伝カーが入り高田,八木,郡山、王寺宣伝
○３区選対会議
　奈良に、百チャンに会いに行ってきました。おっぱいをよく飲んでよく
寝
てくれて育てやすいようです。
○上牧パチンコ問題、弁護士さんと打ち合わせ

8/18 木 
 

○３区選対会議
○生活相談　
　借金の問題、不当金利。警察に確認、弁護士さんを紹介する。
○正木あつし合同記者会見
○事務所開きの準備
○生活相談。独居老人の方が熱を出しているとのこと。隣に電話で様
子を見ていただくように依頼。

　本日鈴木宗男の新党大地が結成される。混乱期に必ず目先を変え
る新党が出てきますが、中味が同じでは変わりません。
　日本共産党の８３年の歴史が光ります。

玉子焼き、しゃけシュ
ウマイ。かぼちゃ、油
揚げ、ちくわの煮物
ししとうのじゃこ炒め
梅干、塩こぶ

8/17 水 
 
○五位堂早朝宣伝
○地元あいさつ回り、新聞７部拡大
○３区選対会議
○生活相談　生活保護について
○靴下の切り落としが喜ばれたとの連絡あり。



　蜂の巣が玄関の入り口近くにあり、シルバーに除去を依頼し取って
もらいました。
　郵政問題有権者の反応はいろいろです、本日国民新党が結成され
ました。

8/16 火 
 

○五位堂早朝宣伝
○上牧民報の写真撮影
○生活相談、
○候補者スケジュール
○３区選対常任会議
○街頭宣伝、７箇所
　宣伝していると有権者の方がしっかり耳を傾けて何を言っているか
きいてやろうという感じが伝わってきます。
　百ちゃんの出生届が提出されて晴れて戸籍が出来ました。

8/15 月 
 

父の墓参り。母の実家のお参りをしてきました。
６０回目の終戦記念日。母の兄が少年航空兵で招集されたとき、村で
始めてのことであり、大変な人が出て見送ってくれたそうです。
　おじが戦地からノートや教科書を送ってきた中に、いよいよ出発との
殴り書きを見て、祖母ははだしで外に飛び出したとか。よく生きて帰っ
てきたといっていました。

そうめんをご馳走に
なりました

ページトップへ

8/14 日 
 
田舎に帰省
従兄弟の初盆のお参りをしました

8/13 土 
 

今日百ちゃんが退院しました。
○原稿作り、片付け
○夕方。王寺駅で王寺の花火でたくさんの人出がでるので、核兵器
廃絶の署名をしました。ゆかたで宣伝、１時間で１４１人が署名をして
くれました。
　憲法９条をはっていたら。高校生くらいの子どもが、これ知ってる。
学校で習ったといってみていったり。中年のグループが指を刺してこ
れ見てととおりすぎたりなかなか話題になっていました。 王寺駅で核廃絶署名

8/12 金 
 

○王寺駅早朝宣伝。正木予定候補と
○河合町にパチンコ店建設予定地横の水路の亀裂、鉄骨がむき出し
てさびていることなど、先日の現地調査に基づく写真を持って都市整
備部に申し入れました。
　パチンコ店のことが影響しているのかよくあることといわれたため、
反対側に無く隣接部分にその現象がおきているのは事実。さらに鉄
骨の棒を業者が水路内につっかえ棒としていたのが２０本くらい外れ
たり、水路内に落下しているため水路があふれる原因にもなるので取
りのぞくように要望。
○衆議院解散に伴う予算の専決処分を行なったと財政課より報告を
受ける８億円、すべて国費。

○上牧パチンコ問題なら合同法律事務所にうちあわせ
○広陵町共産党支部会議
○正木候補のスケジュール作成
○街頭宣伝３箇所（のべ１３）
○３区活動者会議
急な会議でしたが、石井郁子議員もかけつけてたくさん集まり、みん
なのやる気が感じられた集まりとなりました。

8/11 木 
 

○過疎水資源特別委員会　
　大滝ダムについて現状の報告、水不足の事の報告がありました。
西吉野の柿博物館に視察。柿のポリフェノールを使って糖尿病をおさ
える研究が行なわれていました。
　江崎グリコなどと一緒に。糖尿病の人でも安心のチョコレートなど出
来てくるかもしれません。
　西吉野村は国のパイロット事業で各の特産地として整備されてきま
した。柿農家の年収を質問したら１０００万円とか。後継者問題も無く
若い人も多いとか。やはり食べていける農業が基本です。

8/10 水 
 
○五位堂早朝宣伝
○３区選対会議
○河合町申し入れに行くも担当部長不在。

保育所のお迎え

玉子焼きから揚げコ
ロ
ッケナスとピーマンの
味噌いため。てんぷ



ら
トマト貝割れ

8/9 火 
 

いよいよ総選挙。正木あつし予定候補と広陵町、河合町あいさつ回
り。途中宣伝カーで流しながら回りました。今の政治が余りにもひどく
て情けないと泣いて訴える人もおられました。
　後援会員さんや、各種団体など約５０箇所、最後は地元広陵町役場
で町長に挨拶に行きました。
　２回目の立候補の時は、結婚しほやほや、この次は赤ちゃんを連れ
て来て下さいといわれたとのことで、ハルちゃんも一緒に町長に挨拶
に行きました。
　ハルちゃんはお辞儀とバイバイをするので役場の人からバッジや
飴、写真などいろいろもらいました

8/8 月 
 

ラジオ体操をしました。朝から早朝宣伝に五位堂駅に行くとすでに民
主党が来ていました。
　郵政法案が参議院で否決。解散しました。いよいよ選挙。

○夕方北葛城郡内の主要な地域で８箇所宣伝しました
○上牧パチンコ問題、業者の説明会で１８日着工と説明された問題
で、県の担当課に確認、いつまでに許可をおろすということは言って
いない。許可が下りなければ着工できないとのこと。工事の時間も町
の開発申請と違っているとのこと。

○大滝ダムの進捗状況について説明を受けました。
　解散と聞いて日焼け止めを買いに行ってきました。
○中南和地区委員会総会。
ももちゃんに会いに行ってきました。丸顔で私に似ているとの意見が
多いとのこと。小さいのにたくましそうな赤ちゃんです。

おにぎり、らっきょ
から揚げ、みーとぼる
たまねぎ、人参オクラ
の酢豚風、ブルーベ
リ
ーレタス

ページトップへ

8/7 日 
 

　夜中に電話が４回もかかってきました。１回次女から陣痛が５分おき
に着たから入院します。２回目長女から、ハルが３９,８度熱が出た。
小児救急の連絡先を調べて伝える。３回目長女から、高田市民病院
で受診した。薬をもらった。４回目次女の婿から。５時４５分女の子無
事出産
寝たかねないかわからない状態で、とりあえず夫と病院にいきまし
た。
　安産で、楽だったとのこと。赤ちゃんを抱かしてもらいました。次女が
お母さんになったのがうそのようですが、赤ちゃんを抱いている顔は
お母さんの顔でした。いつも仕事が忙しい彼が今日だけお休みだった
とのこと。分娩に立ち会ったそうです。
　たんぽぽの家のボランティアで知り合った二人、今日はわたぼうし
音楽祭の３０周年の日。二人で決めていた百花ちゃんという名前は、
花をいっぱい咲かせるように、平和や幸せを願ってつけた名前です。
　８月７日の花の日に産まれてきたのも偶然とは思えません。

○３区予定候補者に正木敦が発表されたためご近所に挨拶に
○上牧パチンコ問題
○２０億問題

ももちゃんです
はじめまして

8/6 土 
 

　60年目の原爆投下の日広島の記念式典で子どもたちの誓いの言
葉、が感動的でした。広島の地で僕達が原爆の悲惨さ平和の大切さ
を訴え続けていきます。
　それに比べて小泉総理の挨拶は「平和憲法を守り」などといってい
ましたが、9条の全面改正を自民党が提案している時によく言えるも
のです。市長や子ども達と比べ口先だけの薄っぺらな挨拶が際立ち
ました。

○上牧パチンコ問題
○国保料金問題
○県委員会総会
○民医連理事会出席
○中南和地区委員会常任会議
　今日は父の17回目のたち日でした。
次女の赤ちゃんがもしかしたら、今日産まれるかなと思っていました
ら、検診に行って今日明日に陣痛が無ければ月曜日に入院との事の
ようです。どきどきです。

今日はお休みです

8/5 金 ○上牧パチンコ問題について弁護士に連絡
　今朝の朝刊に衆議院の選挙区予定候補が発表され、正木あつしが
3区予定候補として紹介、地元の町内会の会長さんたくに取り急ぎあ
いさつ。
○生活相談
福祉医療の窓口負担の導入により一字払うお金が無いとのことでイ
ンシュリンを返しにきたとのこと、近々手術が必要で困っているとのこ

玉子焼き豚とたまね
ぎしし唐のしょうが炒
め,小松菜と上げのお
浸し大根と、にんじん
のなますちくわのきゅ
うりづめ



と。広陵町役場で手続きの説明を聞く。
　支払い困難な人、役場に申請、所得をチェック、証明を発行、証明
があれば窓口払い猶予、1ヶ月受診、①医療機関で1ヶ月10500円以
上の自己負担の場合、請求書を役場に持参、貸付金を借りる、本人
が医療機関に支払い、
　自動償還のとき役場が本人に代わって返却を受ける。
これは毎月その手続きが必要とのことで障害者や、母子乳幼児、な
ど。役場に行く事も大変な世帯には手続きできず使えない、結局受診
を控える事になるか、医療機関の窓口の未集金が増えざるを得ない
事になる。

○王寺町金田議員と生活相談
　以前メールで相談いただいたお宅を訪問、介護保険制度が変わっ
て通院のかいごが使えなくなったら。どうしようかと心配している。郵
政なんかより、そのことをもっと真剣にやって欲しいとのこと、赤旗新
聞を読んでくれることになりました。

○河合町パチンコ問題　水路の現地調査。支部の方と一緒に要壁の
亀裂数箇所、ツッカエ棒が落下しているところ19箇所。このままで建
物が建ち圧力が加えられたら危険である。
○中南和地区委員会総会

写真を撮ったのに写
っ
ていませんでした残
念

8/4 木 
 

○王寺駅早朝宣伝、サラリーマン増税
○河合町パチンコ問題で開発に伴う地元同意の事
○生活相談、退院後の住宅の事
○中南和地区常任会議
○上牧パチンコ問題、住民が県に聞き取りに来る
○社会保障協議会総会
○生活相談、パンク事件について
　今朝5時起きでフル回転。さすがに眠い今日はここまで

お弁当はお休みです

8/3 水 
 

　総選挙が近づきハルのお父さん(正木敦）が候補者会議に行くた
め、保育所に送っていきました。
電車で県庁に。知人に出会っておしゃべりしながら時間があっという
間に過ぎました。電車もいいものです。

○厚生委員会の初度の委員会でした。
　副委員長という事で正面の理事所と向き合う場所に座りました。質
問しにくい雰囲気がありましたが、委員の質問の最後にアスベストの
対策会議に労働基準監督署を含める事。福祉医療の貸付制度の谷
間で医療を受けられなくなる事例があり制度改正後の影響調査及び
柔軟適用するように求めました。

○県内視察は、ならNPOセンター。22世紀市民参加型社会をどう構
築するかという提起は新鮮でした。
　精華学園、学園を出て又非行化を繰り替えさないためにきめこまか
な受け入れシステムが大事です。
○橿原社会福祉総合センターにいってきました。
　老人の疑似体験、錘り入りのベストを着用させてもらいましたがかな
りの重みがあり腰がまがります。白内障のめがねも掛けましたが視
野が狭く輪郭しか分かりません。お年寄りに出会うと今井さんいつま
でも若いねなんていわれると喜んでいましたが、余り見えていないこ
とが分かりました
○上牧のパチンコ問題この間の経過のまとめ

金平ゴボウ、ゴーや、
豆腐卵のチャンプル
ウ
インナソーセージシュ
ウマイ煮豆、ブルー
ベ
リー

8/2 火 
 
　次女の様子が気になってお腹の様子を見に行ってきました。途中で
おいしそうな桃を見つけて買っていったら、実家から桃を送ってきたと
のことで、奈良で買った桃と、岡山の桃を物々交換してきました。
○アスベストの調査資料が届いていました。関係機関に送付。
○8月1日からの福祉医療の貸付制度について1ヶ月1万円を超えるも
のが対象とされていますが、薬を院外処方する場合は合わせて一万
をこえても貸し付け対象にならない問題で事例調査。
○アスベストのこの間の県の対応について説明を聞きました。
○医大の医療費未集金問題で説明を聞きました
2○0億不正融資事件を究明する会で商工労働部長に申し入れ、毅
然とした対応をせよ。

○　20億事務局会議、十月中ごろをめどに3周年の集会を計画してい
く事が決まりました。

　20億に関連して愛知では捜査が進んできているとのこと

玉子焼き、シメジと水
なのバターいため、ミ
ートボールと人参ｍ
た
めねぎオクラの酢豚
風、ごぼうのおかか
に
鳥のから揚げ



○上牧民報原稿依頼
○葛城市の交通安全対策防犯に関しての共産党の要望書にかんし

て意見を伝える。
○広陵町の国保高齢者減免について 

8/1 月
 

なら市長選挙藤原氏が初当選、共産党7人全員当選よっかたです。

○河合町パチンコ店問題、町の開発指導要綱の住民同意のことで
どうなっているのか地元に調査をお願いしました。
○アスベスト対策会議について
　書類の整理をしようとへやのかたづけをはじめたら、棚が足りなく
なって倉庫に入れていた本箱を自分の部屋に持ってきました。
　今度は倉庫の山のように詰まった荷物を入れるために小さな本箱
と机を倉庫に入れてちょっとした作業部屋が出来ました。
　ハルちゃんにあいた本箱を絵本用にやりました。一時は手がつけ
られない状態になりましたが、何とかかたづきました。
○20億弁護団会議に参加

　

玉子焼きハム、しゃ
け、ゴーヤと卵の炒
め物ひじき、人参と
ごぼうのサラダ
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