日記 05-10月
（2005）

10月

’06-１月
12月 11月 10月
○秋篠あかね会に
ももちゃんの顔をみに行ってきました。

10/31 月

絵本を読んであげるとバタバタ手を動かして喜んでいます。おしまい
と本を閉じると悲しそうな顔をします。
○県庁に、20億の集会の準備
○生活相談・・・・・・精神障害者医療について。
玉子焼き、トマト、人
ぱちんこ問題、アスベストの会議のお知らせ
参とブロッコリーのい
ため尾の、ウインナし
○赤旗日刊紙1部、奈良民報1部
ゃけ、お漬物
○入党のお誘い
小泉内閣が発足しました。さらに国民にとっては厳しい内閣となりそう じゃこごま
です
○4時30分に目が開き上牧町民報の原稿を書きました
○ひと寝入りしてから、赤旗配達に
夫の手作りの朝食を食べました。
○奈良県難病連総会参加。
奈良県文化会館にて挨拶させていただきました。

10/30 日

○土庫病院50周年記念、新病院建設祝賀会参加
懐かしいかたがたとお会いしました。六畳一間の間借り診療所から 稲次直樹理事長辻第
一元衆議院議員らと
出発したのが、このようになって感慨深いものがあります。
ともに
知人のお見舞い。もう少し早く来ていればよかったと反省していま
前列右が私です
す。声を掛けましたが眠ったままでした。
○五条の大谷龍雄市会議員の選挙事務所開きに参加しました。

10/29 土

今日は奈良県の北から南まで移動した1日でした。
○王寺町幡野議員と赤旗新聞拡大
留 守が多かったが、共産党は57年の水害の時も水につかりながら
きゅうえんにきてくれた。再開発ビルを建てるのになんの断りも無かっ
た。などはなしがだされて宣伝紙をわたして来ました。
○「私たちの24条の会,」結成総会が女性センターで開かれ吉武輝子
さんの講演会に参加しました。
日露戦争で勝ちすぎた事がその後の戦争に繋がった。サハリンで
国に見捨てられ生きながらえてきた日本人の女性達が大変な苦しみ
の中で自分たちを苦しめてきたものはくにの政策だったこと見抜いて
いて。 研ぎ澄まされたやさしさを持っている
今まで国は憲法9条をかえる事より、鳩山内閣で朝鮮戦争の当時戦 吉武輝子さんと
犯、岸信介の思案は個人の尊厳を保障する憲法24条を最も恐れてい
たと言う事をはじめて聞きました。
置き去りと言う本にメ
ッセージを書いてい
大きな岩より沢山の小石のほうが足をとられることが多い
ただきました。
自覚した大勢の個人ほど国にとって厄介な存在はないとの事

光子様

批判のない真面目さは悪をまします。女学校の時に敗戦を迎えこれ
戦争は後始末でき
までの教科書を墨でぬリつぶした時、1番厳しかった先生が、涙を流し ない
て言われたことだそうです。最後に歌を教えてくれました
戦争のためには何一つ力貸さない

戦争の為には、私の力貸さない
○各派代表者会議 議会予算3割カットの概要が提示される
○議会運営委員会 12月議会の日程確認
○生活相談・・・・・・生活保護について
10/28 金

○11月2日の集会のメッセージが届く
新しいパソコンを設定に来てもらいました
○自民党の憲法改正案が出てきました。
憲法9条の前面放棄です、横須賀に原子力船空母を配置することを
アメリカが発表。日本の国民を甘く見てはいけません。
○久しぶりの県議団会議 9月議会のまとめ
○20億の集会メッセージのお願い、徳島、和歌山、大阪など
○自治体キャラバン参加
上牧、赤字債権団体直前の厳しい財政事情が伺えました。
福祉制度の急激な変化に現場は大変との事。私は、国が制度を変
える場合は説明責任があり、周知期間を一定定めるように各自治体
から声を上げるべきと発言しました。

10/27 木

玉子焼きウインナちく
○広陵新婦人でまとめた21項目の要望、を提出．シルバーの仕事
わ、人参昆布の煮
や、公平な仕事配分の事。交通安全対策や、防犯対策、遊具の改
物、しいたけピーマン
善、図書館のへんきゃくポストなど、現場確認や検討など返事を頂き
の中華風炒め物、り
ました。
んごとポテトのサラダ
カレーフライ、キャベ
○市田忠義さんと語る集いに参加
ツ
○生活相談・・・・・・生活保護のこと。明日約束。
ハルちゃんが熱が出てしんどそうです。バナナをヤット食べてくれまし
た
○人権と部落問題の原稿を書き上げました。
締め切りを延ばしてもらいほっとしました。宿題を提出したようなさわ
やかな気分です。
○来客あり、共産党を伸ばすにはもっと発想の転換が必要との事。
童門冬二さんの上杉鷹山の本を進められました。さっそく図書館で
借りてきました。リクエストしていた雪とパイナップルも入りいっしょに
借りてきました。
○友の会の救命救急講座。

10/26 水

高田の消防署で人工呼吸の講義を受けました。中和広域の不正問
題がありましたが、現場の方々はとても熱心で丁寧に指導していただ
きました。講義中にも2回の救急出動のアナウンスが流れました。
受講証明をもらいました。
○明日の自治体キャラバンで届ける要望新婦人でまとめました。
広陵町の学童保育所を校舎の中に設置して欲しいとの事

10/25 火

保育時間の延長、現在に下に公園を使っているので、一般の人が使
おうと思ってもなかなか使いにくいとの事。母子医療の窓口無料化を
など
○原稿書き
○県委員会にて会議
○県議会控え室に、市田さんの講演会のお誘いの手紙作成。
○上牧石丸議員と、お誘いにまわりました。

サーモンのカレーフラ
イ桜海老入り玉子焼
長時間残業が常態化していること、長期に入院になった時部屋代が き、から揚げ金平ゴ
払えないときは心配。などなど、いろいろなお話を聞かせていただき ボウ、アスパラのバタ

ました。

ーいため，菊菜のお
ひたし

○河合中馬議員とお誘いにまわりました。
○河合診療所ピースの会、戦争のビデオを鑑賞 年代を超えていろ
いろな意見、感想を聞くのが面白です。
小樽へ
10/24 月

小林多喜二の文学が紹介されている文学館は残念ながらお休みでし
た。多喜二と言う名前のおすし屋さんがありました。
旭日山動物園に、シロクマのダイビング、ペンギンパレードオラウンタ
ーの、もぐもぐタイムなどを見ました。上
野動物園を上回る入館者。動物の姿を水槽をガラスにして横や下か
ら見せるなど工夫がいっぱいです。
この日で最後の日程、これから冬支度に入っていくそうです。

10/23 日
目の前に魚が投げ込まれたと思ったらシロクマが食べに来ました。
びっくりです
○葛城市議会選挙、高井さん２い、白石さん4位とともに当選
ご苦労様でした。
ページトップへ
世界遺産知床に、雨で船が出ず残念でした。

10/22 土

大台ケ原のようなところでした、熊にあえるかと思いましたが鹿は何
頭か見ました。
何処を走っても人や、車には、めったに合えず。
5時になるとまっくろです。
プライベートで北海道に行きました。

10/21 金

白樺の黄色くなった紅葉にななかまど、桜の赤、蝦夷松の深い緑が
錦絵のようでした。雪虫がいっぱい飛んでいました。
○20億会議準備
○葛城市議選支援、お天気がよく、反応があり楽しかったです
○なら民主医療機関連合会新聞原稿
○王寺町橋問題住民の県交渉、橋問題は聞けば聞くほどなぜ作るの
か必要性がわかりません。

10/20 木
傾斜を緩めるのに駅前広場に道が張り出し、危険が増しているよう
です。市街化道路として認定されている事。市街化道路はさまざまな
人が利用する道路との事です。
ももちゃんに服を届けに行ってきました。大きな声でお話しているよ
うです。
10/19 水

玉子焼き、煮物こん
にゃくちくわ、人参イ
ンゲン、八宝菜りん
ご、柿、キス

○20億事務局会議
○五位堂駅前早朝宣伝
○人権と部落誌の原稿
○生活相談・・・県有地の市道認定の問題・生活保護について
王寺町橋問題
○葛城市の高田川、夏場魚が浮いたとの事
○高田警察へ、池の工事問題
○田原本笠の県営住宅、現地調査

草だらけの
空き家の庭

空き家になっている家の庭が草だらけで、ごみが捨てられたり、犬
が糞をするなどあり、ねこが家の下に住み着くなど住民から相談あり
吉田議員と視察、県の住宅管理課も立会い。
○院内保育所交渉について
○20億問題調査
○葛城市議選支援
新庄地域街頭宣伝、他候補の看板が掛けてあるところからもがん
ばってと支援していただきました。
○生活相談 家の分筆、登記のこと
10/18 火

○11月4日の看護学会に議長、副議長、厚生委員長が出席できない
との事で厚生委員会副委員長にと依頼あり。

鳥のからげ にら卵、
ごぼうのさらだちくわ
としし唐の炊き合わ
せ

○自治体キャラバンの打ち合わせ
バス路線が廃止されて以後、不便との声が多く出ています。
○葛城北民主商工会に議会報告を届ける
○お見舞い
○奈良民主医療機関連合会新聞より、原稿依頼
○穀田議員の秘書小林さんが来てくれて、大滝ダムの視察をしまし
た。 県議会で取り上げた問題を伝え、安全性の確認、費用問題，県
営水道に与える影響など協議。現地を視察しました。
○初めてダムステーションを見学。ガードマンが2人、女性の案内の
方が3人、お客は私たち3人だけ。学校の先生に間違えられ声を掛け
られました。小学生の作文が転移されダムの大切さが書かれていま
した。
10/17 月

豪雨の体験もしました。ダムに水をためられなければどのような説明
をするのでしょうか。ステー所運の経費だけでも大変です。
白屋に通じる巨大な橋に圧倒。でも地域住民が全戸移転でいなくな
っているのでわたる人は工事関係者だけ、まったくの無駄遣いです。
白屋の人たちが当時、全戸移転を要望した時、補償していれば、こ
うえはダムの本体
んな橋は要らなかったのでしょう。
下は白屋に繋がる橋
対岸の仮設住宅も見てきましたが、護岸が隆起していてボーイング
調査のあとが残っていました。
○北葛壮年ソフトボール大会、ママさんソフトバール大会の開会式上
牧町の県民グランドで行なわれて参加。
県会議員が私だけだったので挨拶をさせていただきました。

10/16 日
上牧9条の会結成式
○上牧町9条の会結成総会。参加しました。

再会を熱唱する近藤
登志子先生

○葛城市会議員選挙の支援.。甘田川の視察。
○近藤登志子先生のカラオケ発表会。
夫の作詞した再会が発表されました
○高田市内の県有地のことで調査結果を相談者に報告
ページトップへ
10/15 土

○20億弁護団会議
○新婦人で気になる地域のウォッチングをしました。
ピエロ公園の遊具で子どもが怪我をしたとの情報があり見てきまし
た。
狭い道路で歩道が無く危険なところ、だんさがあって通りにくいところ

ピエロ公園

工事の搬入のために生垣をなくしたところが、そのままで歯抜け十応
対になっているなど、日ごろ気になっているところを見てまわりまし
た。
○県庁へ
○生活相談
10/14 金

10/13 木

10/12 水

○人事委員会の報告を受ける
○20億問題

玉子焼き,ししゃも。

○王寺町議会報告会

マカロニさらだから上
げ、マスカット、肉団
子

○家の用事、朝から会議
○池の工事のこと、調査
○健生会友の会3役会議、医療費が高い事が話題に
○日本共産党県委員会総会
会議が多くて疲れました
昨日とかわって暑い1日でした。
○五位堂駅早朝宣伝。
○県庁へ、資料請求。
○葛城市のデイケアセンターの食費が790円から600円に下がった問
題で、確認。
住民から共産党に高すぎるとの相談があり、市会議員が確認。市
内のほかの施設は600円であり改善したとの事。
○市道への払い下げ問題、市会議員に連絡
○医療廃棄物の処理問題で調査を現地の議員に依頼
県立図書情報館の内覧会がありいってきました。
広大な敷地に25万冊が並んでいる広々とした空間が広がっていまし
た。議会で木を使うようにと要望していましたが2階は机や椅子、書棚
に木を使っていました。
コンピューターなどが並び映像を編集する場所、対面朗読室、また戦
争体験文庫5万冊が並んでいました。
新聞、雑誌などかなりのものが揃っており本格的に活用すれば値打
ちがある場所だと思いました。ただ目的がハッキリしなかったりすると
本もたくさんあって何を知りたいのか分からず回るだけで疲れそうな
気もします。回りも広々としていてユックリしたい方にはお勧めです。

玉子焼き、しゃけミー
トボールの酢豚風、
大根菜のゴマ味噌和
え

にら卵、とんかつ、サ
ツマイモとあげの煮
物、大根の尼酢漬
け。大根の葉のおか
かいため。人参とキ
ャベツのサラダ

もんもが2ヶ月になり
ました

10/11 火

10/10 月

○生活相談・・・家の立替をするのに今まで道路として使用していた
のが、県の施設用地であったため建築の許可が下りないとの事で相
談あり、現地を視察。
そこの場所が使えなければ、何処からも出入りできなくなり、老朽住
宅の立替が出来ないとの事。税金は道路に面していると言う事で評
価を受けています。
県に問い合わせたところ、県の施設用地ではあるが実際通過道路
として使われているので、市道に転換できれば1番いいとの事。
自治体にお願いに行く必要があることを確認する。
玉子焼き、エビフラ
○新婦人班ニュース作成
イ 煮物,なます
○自治体キャラバンの打ち合わせ
秋刀魚の塩焼き
郵政民営化法案が前回5票差だったのが、今回は200票差で衆議院 梅干
で可決、この国の民主主義はどうなるのかと思う。
がんばらなくてはと新たな決意
○広陵町町民体育大会お天気が気になるが7時に花火がなって開会 ハルちゃんがももちゃ
の合図。開会式の顔を出すため出かけるが途中から雨。
んのところに遊びに
入場行進の入り口でみなずぶぬれになっている。来賓テントから、 行きました
気の毒だテントに戻してやれとの声、お戻り下さいのアナウンス。
予定時刻が過ぎても始まらない、後10分で結論を出しますとの放
お昼はチキンライス
送。体育協会の役員の人がグラウンドの点検、町長が今日の体育大 を食べました
会を中止しますと言う発表。会場から拍手が沸く。
今日のために準備されてきた多くの方々ご苦労様でした。来年は良
いお天気になる事を期待します。
今日は東京オリンピックの開会式が行なわれた日、前日大雨だった
そうですが、すばらしいお天気に恵まれ、アナウンサーが世界中の快

晴が集まってきたような日になりましたと実況されたとか。

10/9 日

○午後から葛城市の選挙支援に行ってきました。今井光子ですと名
乗って宣伝していたら久しぶりでんなと声を掛けてくれる方が3人いま
した。
馬見公園におにぎりを持ってハイキング。
入場者数調査が行なわれていました。またここまで来る交通手段に
ついても聞かれました。雨上がりで、すがすがしい朝でした。
日曜朝市が人気です、野菜を買いました。野菜の中にあかめ芋と言
うのがあって、広陵町の赤目という意味かを尋ねたら。
そうではないようです。味噌で炊くと土手やきのような味になると調
理方法まで教えていただきました。
健生会友の会のニュースを会員さんに届けました。
書類の山になっていたヘヤがすっきりと片付きました。

おやつに娘の手作り
のアップルパイを食
べました。ハルちゃん
とくんくんにおいをか
いていいにおいと言
うような事を言ってい
ました
ページトップへ

10/8 土

ハルちゃんの保育所の運動会、生駒のおじいちゃんたちも来てくれ
ました。途中までしか見学できませんでしたが、ハルちゃんの保育所
の様子も分かり、行き届いた保育をしていただいている事に感心しま
した。
○国民融合全国会議30周年集会が京都で行なわれ参加しました。
奈良県の20億問題その後について報告しました。
八鹿高校事件が起きた頃、大学2年で学生部落問題研究会に入って
いた事。初めて。榊利夫さんの国民融合の話を聞いて目からうろこが
落ちたように感動した事、奈良県の地域の医療機関で働く事を決意し
て奈良県に来たこと。
今県会議員として20億問題に関わっているのはそのような素地が
あったから出来ていると思いますと前置きして経過報告をしました。
記念レセプションにも参加、鈴木良先生の挨拶。国民融合全国会議
は八鹿高校事件がおきたことが契機になって発足した。
国民の中に部落解放の考え方広げていく団体、30年を振り返るとそ
の意義は大きかった。と・・・
杉 野原寿一さん、成沢栄寿さんの創設以来関わってこられた事。
穀田恵二衆議院議員、雪野勉さん、元福岡県の委員長をされてこら
れたかた、この運動をいつまで続けるのかは部落問題を食い物にし
て利権に群がろうと言う人がいる限り続けるとのことでした。
奈良県から谷弥平先生が奈良県の運動を振り返って報告しました。
久しぶりに休みが取れました。
家の片づけをしていたら書類の中から地域創造に関する公開講座
のちらしが、さっそく申し込みました。
国会討論。郵政民営化で自民の新人が民主党の案に対して質問。
中味はともかくやり取りはバラエティ番組のような感じがしました。

10/7 金

10/6 木

10/5 水

ついうとうと昼寝
倉庫のおまるを出してきたらさっそくハルちゃんが自分でおしっこを教
えてくれておまるでしていました。保育所ではいつもしているようで
す。
○夜は会議に参加しました
○県会最終日
○議会運営委員会
議会運営委員会の視察については、例年2泊3日で各県を回ってい
ましたが、今年度は日帰りで三重県に行くとの提案があり賛成しまし
た。 このことでは、共産党として視察目的に沿っていれば近府県で、
期間も短くと言う提案を行なっていました。
○本会議 アスベスト対策を求める意見書が全会一致で上がりまし
た。 労働会館の使用について、県が奈労連の申し入れを受け入れ
ず、棄却した事の諮問が議案に出ており反対しました。
共産党以外のところはすべて賛成でした。
○県議会定数検討委員会が開かれました。
○20億の会3周年総会準備
選挙が終わった翌日から今日までずーと議会が続いてきました。ほ
っとひと息と言う感じです。
○今日からまたお弁当4つ作る事になりました。
○20億の第12回公判が奈良地裁で開かれました。
双方の意見書の確認、次回12月7日午前10時です。
20億の会「3周年記念の集い」の相談。
○生活相談を予定していた方が、娘さんの様態が悪化したとの事で
相談延期の℡あり、心配です。
○ベントナイトの処理について相談あり
○県営住宅の水路問題など相談あり
○軍事費削って暮らしと福祉教育の充実を求める国民大運動総会に

玉子焼きりんごときゅ
うり、チーズハムのさ
らだ、秋刀魚の照り
焼き、インゲンの胡
麻和え、りんご,粉ふ
きいも
すだちエビフライ

玉子焼き、大根、人
参、鶏肉、ちくわの煮

おいて、なら県政の現状と課題について講演。
人の前で話すことが1番勉強になります。
○8日の国民融合の会のレジメ作成。
○予算委員会の委員長報告文書確認。

10/4 火

10/3 月

物
ちくわのきゅうりチー
ズづめ、かぼちゃグ
ラッセ、あげ餃子 ウ
サギりんご

○8日に京都で開かれる国民融合全国会議で報告する「20億事件の
その後」の準備。
○葛城市の要望、高田土木と高田警察に申し入れ
山麓線イトーピア入り口付近の交差点歩道が無く危険なので現地
調査。カメラマンは高井主人。道路調査中バイクで交差点に出ようと 一口食べてあわてて
する人にちょと入ってとこえをかけて一緒に写真撮影。
写真を撮りました
後から知り合いの人かと思って聞くとまったく知らない人でした。皆
で大笑いでした。
○高田警察には木戸の交差点と南今市の交差点、道路が拡幅され
幅広になった道と、狭いところの交差点の安全対策を求めました。
○予算委員会今日で最後でした
○土木、水道
☆大滝ダムの地すべり対策について☆京奈和自動車道路大和北道
路
☆馬見丘陵公園のバス乗り入れ☆県営住宅の多数落選者の優先入
居。
○総括質問
知事に対し、白屋地区の住民に対する保障をすべきではないかと
質問。

10/2 日

○葛城市会議員選挙高井悦子予定候補事務所開き
○葛城市会議員選挙白石栄一予定候補事務所開き
○議会準備
来客あり、とても暑い1日でした。
池田八声先生の発表会で夫が作詞した歌が披露されたそうです。
有線放送に登録されたのでリクエストが出来るそうです。
曲は「再開」歌手は近藤登志子、作詞 今井豊

10/1 土

○羽田一郎さんの偲ぶ会
広陵町の馬見村時代最初の共産党町会議員で、広陵の古墳を残
すために活躍され、広陵古文化会の生みの親であった羽田一郎さ
ん（昭和51年7月逝去）の偲ぶ会がさわやかホールにて当時を知る
人々が集まって行なわれました。
お墓は真美が丘を一望する極楽寺のところにありました。
たくさんの公園を残した美しい町が今にあるのも羽田や坂野さんが
保存運動に取り組んできた賜物、赤貧の中でも常に大衆のために
がんばってきた姿が語られ、大変有意義な会でした。
○赤旗新聞集金

玉子焼き、ピーマンと
豚肉のチンジャオロ
ース、肉団子 、シュ
ウマイプチトマト

さわやかホールで
お弁当を頂きました
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