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日記 ’05-12月
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12月

’06-１月
12月 11月 10月

12/31 土

12/30 金

12/29 木

12/28 水

大掃除、正月の準備の買い物。
○いつも赤旗をお願いしていたところが読者になっていてくれました。
保守的なふるさとで共産党が１議席で勝ったと言う記事に、考えら
れないと、語ってくれました。
○赤旗拡大、３人が読者になってくれました。
ゆっくりお風呂に入りみのもんたが司会をしている紅白を見ました。
いつもならおせち料理を作るのですが、娘夫婦が２日に来るとのこ
とで、御節は明日の楽しみに取っておきます。
いろいろあった１年でしたがいろいろあってこそ人生。人生に無駄な
ことはないと思います。
１年間応援していただいたたくさんの方々に感謝。
○ホームページの原稿書き。
天気が年末下り坂になるとのことで朝から洗濯。
○友の会ニュースの配達、近くを配ってくれると言っていただき大助
かりです。
○集金。
○上牧町支部と拡大。お母さんが大阪で一人暮らし。以前倒れたとき
に、子供の家に連れてきたが、引きこもりになり今は自分の家で週４
回デイサービス、土日は子供が交代で見に行っているとのこと。
日刊新聞を読んでいただきました。大阪で頑張っているひとが多く、
大学の後輩と言う人にも会えることができました。
訪問１件。今年足が立たなくなり介護保険の手続きをして、デイサー
ビスにいけるようになって歩けるようになりよかったと喜んでいまし
た。
家に帰ると、夫が片づけをしてくれていて正月ムードになっていまし
た。私がいないほうがかたずく様です。
生け花を買ってきて花を生けました。
年末の夜回りの拍子木の音が聞こえます、寒い中ご苦労様。
○幡野議員と王寺町に赤旗拡大に行きました。
党大会の成功をと訴えて１部拡大、アスベストでは社宅に住んでい
たという人が息子さんの体調を心配していました。
別のところでは昔社宅に友人がいて子供のころによく遊んだとのこ
と。労災から公害問題にとアスベスト問題が、深刻であることをひしひ
しと感じました。
○河合町では、診療所の支部と拡大に。日刊新聞１部、日曜版３
部。 日ごろのつながりの深さを感じます。日曜版をすすめたらいつ
も診療所で読ましていただいている毎日の新聞をと相手の方から言
ってくれるなどもありました。
３年前に進めたからもうストップしていつだろうと再度お尋ねしたとこ
ろ、あれからずーととってるよと励まされました。
○友の会のニュース配達
○看護学校の入学金の貸付制度について社会福祉協議会に問い合
わせ、収入認定については、現在アルバイトをしているが学校に行き
だすとできなくなることなど民生委員の意見をつけた上で検討すると
のこと、申請から支給まで１ヶ月かかるので入学願書を出したときに
申し込めばよいとのこと。
○看護士の奨学金制度について問い合わせ。
合格後、学校から紹介あり。卒業後５年間、２００床以下の病院、診
療所、精神科が８割以上占めている病院。老人保健施設に働けば返
済はいらないとのこと。月36000円。
進路がその様ににならなかったときは返済とのこと。何年も闘病生
活の中で、希望を持ってがんばってきている青年に道を開いてやれ
たらと思わずにはいられない。
歯科受診。今日で終わり、虫歯の痛みなく新しい年を迎えることがで
きそうです。
○アスベストの被害者と、弁護士さんとの懇談会。
準備を進めているとの連絡あり。
○介護保険について、ケアマネージャーの無責任さに対して苦情の
電話あり。
○赤旗の集金、ハル君にとイチゴをいただきました
今日は風邪のためハルちゃんは保育園をお休み。ハルちゃんを見

玄関に花を生けると
正月らしくなりました

そぼろ卵、肉のそぼ
ろ，ししゃも，白菜の
さらだ、みかん

玉子焼き。ピーマンと
ちくわの炒め物、ポテ
トサラダ
から揚げ。千枚付け

玉子焼き、ほうれん
草カブの千枚付け、
しゃけウインナ、なし

ながら片付けたり、まとめをしたり。自分の子育てはどうしていたのか
知らないうちに、大きくなってしまったような気がします。

12/27 火

○上牧町石丸議員と共産党のお誘い。今の政治のひどさを実感して
おられ、党には入らないけれどと。新聞を読んでくれることになりまし
た。
いつもできることで応援させていただきます。というかたは
私のホームページを見るのにインターネットに接続をされたと言うこと
を聞いて本当にうれしく思いました。
○松川北民商会長のお母さんがお亡くなりになり、葬儀に参列。
101歳でした。いつも宣伝に行くと外に出てきてくださったり、励ましを
いただきました。ご冥福をお祈りいたします。

玉子焼き、ほうれん
草
きゅうりのちくわ詰め
煮豆。ハム、わかめ
地きゅうりの酢の物

ハルちゃんが熱を出したとの連絡が入り、お迎えに。子供が病気に
なると大変です。
○広陵町松野議員と宣伝。午後から寒くなってきましたが、子供たち
が集まってきてくれたり、エコール真美では、たくさん手を振ってくれた
り元気の出る宣伝でした。

12/26 月

12/25 日

○広陵民報の原稿作成。
ケータイの充電がすぐ切れるようになってお店に行ってきました。
今のものを３６ヶ月使っていると言うことで。普通は２４ヶ月で充電が
だめになりますとびっくりされました。
結局新しいのに変えました。
○王寺の幡野議員と拡大に回りました。
途中で保育所からハルが熱を出したとの連絡が入りお迎えに。
○生活相談・・・２件、介護の問題。早速往診してもらったとお礼の電 カーナビができると言
うケータイに変えまし
話をいただきました。
た
○看護士の学校の学費と奨学金問題。調査を約束しました。
とても暖かな日でした。
○消費税が導入されて昨日で１７年目、消費税、増税反対のキャラバ
ン宣伝に参加しました。
スーパー前。エコール真美。王寺駅の３箇所で宣伝。
藤本市会議員。幡野、金田王寺町議会議員。
石丸上牧町議、南口前河合町議。、後援会の皆さんが参加してくれま
した。王寺の北口では、年金者組合が、消費税の宣伝をしていまし
た。
クリスマスと言うので、パンなのか。ケーキなのかよくわからないも クリスマスカードが届
のを作りました。
きました
女子のフィギアスケートでハルちゃんが大喜び、一緒にぐるぐる回っ
たら。便秘でおなかが気持ち悪かったのがすっきりして元気になりま
した
ページトップへ

12/24 土

○生活相談・・・在宅のマッサージの往診について。手続き方法を紹
介
○入党のお誘い、考えてくれることになりました。
○日刊赤旗を購読していただきました。
ハルちゃんとももちゃんのプレゼントを買いに行ってきました。

12/23 金

えとの犬のちりめん
でできたぬいぐるみを
いただきました

○県党会議 途中退所して新婦人班忘年会に参加。また会議に戻
る。
雪を心配しましたが、たいした事もなくよかったです。
２４回党大会の代議員を選びました。
我が家の庭に一輪ボ
ケの花が咲きました

12/22 木

朝から雪・・・。
○奈良民医連新聞の原稿がき。
○１１時から葬式のためゆっくり車で出発。何とか間に合いました。
近所の７５歳のおばあちゃんでした。とても良い方でした。心からご
冥福をお祈りいたします。私の町も高齢世帯が増えています。
○大学の入学願書を届けに行ってきました。学費が払えず推薦をあ
きらめたとのこと。通信教育を紹介しました。
○ケアハウスに入所のｋさん訪問。

介護が必要になったら出て行かなくてはいけないと心配されていまし
た。
○すばるの特別養護老人ホームを訪問。
相談員の方から説明を伺いました。一番困るのがショートステイが
少ないこと。待機者が１４０人もいるとのことです。
10月の介護保険の改定では８人が負担が５万円台から８万円台に
増えたそうです。
スバルは３年前にできましたが、最後の大部屋を作ったところです。
その後、奈良県にできた施設は、国の指導を受けてみな個室化となり
ました。
苦しみをゆっくりと受け止めて聞いてくれることでどんなに癒されるか
わかりません。
近くに良い施設があることはかけがえのない財産です
○生活相談・・・マッサージを往診でしてくれて保健が聞くところがない
かという相談。心当たりを紹介しました。
○キャラバン宣伝。上牧町の石丸議員と町内５箇所宣伝しました。
石丸議員は耐震偽造問題。私は憲法問題を訴えました。
いよいよ来年１月の通常国会に国民投票法案を提出することを自
公民３党で合意した。
アメリカの要請で憲法改正を迫られていること。イラク戦争は誤報か
ら始まった戦争であったとブッシュ大統領が認めたこと。
日本は反省もなく自衛隊の駐留を１年延ばしていること。
公務員攻撃が進んでいるは、国家公務員で１番多いのは自衛隊員
であること。医療、介護、教育の現場では人が足らないこと。
大軍拡の付けを国民に回し、社会保障の削減や大増税が計画され
ていること。流れをかけるには共産党を大きくしてほしいこと。
大運動に取り組んでいること。赤旗の購読や入党の訴えを行いまし
た。県議会報告を配りながらでしたが、がんばってくださいと元気をも
らいました。
12/21 水

12/20 火

12/19 月

○奈良県保育運動連絡協議会、県交渉にさんか。要望署名6,191名
分を提出しました。
交渉では病後時保育を求める声が強く出されました。現在県下で４
箇所。今年奈良市にできたことで、医師会でも飛び火の場合はいつ 奈良県保育運動連絡
から保育所にあづけられるかなど・・・それぞれの医師の判断がばら 協議会の県交渉
ばらでしたが、一定の見解ができたとのこと。
お母さんからは、保育所によっては、病気になったときに医者から
出る薬がなくなってからしか預けてもらえないため仕事を休めないお
母さんは、昼の薬を飲ませず身を裂かれる思いで保育所に預けてい
るとの声も出されました
保育の基準も３歳児が20対１ではとても無理との声が出されまし
た。
○アスベスト問題で、県よりたつみやの旧工場のガラスに付着してい
る白い粉が何かを調査に言ったとの報告がありました。
19日。３時から４時まで調査。石膏ボードとのこと。
○悪臭調査・・・ややにおいがしました風向きで違うようです。
○食肉センターの残渣について調査
○脊髄問題
○河川の工事に伴う振動で住宅が打撃を受けた問題で工事を行った 写真を撮り忘れまし
記録を３月議会で調査し、４０日分が重なっており内１１日分が同じ日
た
にちでありながら内容が異なっている問題で調査を依頼。
玉子焼き、大根、にん
県は後から回答すると約束していましたが、その後の問い合わせで じん手羽先の煮物。
は業者の責任者が入院中のためわからないとの返事、12月議会で、
魚の干物
再度議会から調査依頼を出すも、先日は明日にでも行くとの返事が
青梗菜の炒め物
いまだに行っていなく年内も無理とのこと。
ハム
しかも、業者にはあいまいにしたままにもかかわらず県の事業を発
注しておりきわめて不自然です。
業者の責任者にあったときには振動調査も含めて、県から依頼され
たとのこと。自分のところの工事で予想される振動をその調査もふく
めて依頼するとは常識はずれです。
○北葛城郡議員団会議
人間ドッグ。初めて頭部ＣＴをとってもらいました。
今日はお休みです
若いとほめられました。本当かな？
もう少しやせてくださいといういつもと同じ指示でした。
昨夜夕食以後、水もだめ。朝食もだめでしたがお昼ご飯のおいしかっ
たこと。これでしばらく安心です。
ついでに歯医者にも行ってきました。

アスベストのこと。
大学進学と奨学金問題。
脊柱問題。

12/18 日

朝起きると一面の銀世界。答志島では、12月に雪が降ったのは戦後
はじめてとか。船が出るか心配しましたが、少し空が明るくなって出
向。無事に帰ってきました。
○留守中の伝言や。相談などこなしました
○王寺民報の原稿。せいかつ相談。ホテルコストの導入で施設を出
たいと思っているとの事。近く訪問を約束
ページトップへ

12/17 土

○広陵後援会有志で答志島まで１泊旅行。
民宿に泊まりましたが、食べきれないほどのご馳走でした。
議会報告などもさせていただきました。

12/16 金

○生活相談 リストカットの救急対応など
○京奈和自動車道大和北ルートについて記者会会見
○日の丸君が代問題で新婦人が教育委員会に申し入れ
○私学の高校余納金制度の撤廃を求める要望書提出に同席

12/15 木

○沢の地域のアスベストの埋立地調査で葛城保健所の担当者が来
て聞き取り調査同席。
○知事への予算要望。
福祉医療制度の改正で窓口で３割払って月５００円以上は自動償
還払いになる問題で、自治体の担当者から手続きの煩雑さが訴えら
れており、利用者からは負担が大変との声があり。
窓口で５００円だけ支払っていく制度にすれば県の負担も変わら
ず。利用者も利用しやすく。自治体の担当者も煩わすことがないと変
更を要望。
知事は今年変えたばかり変更する気はない。これによって国のペナ
ルティが１０億助かったと言われていました。
○牛の脊柱混入問題で関係機関問い合わせ。
○社会保障連絡協議会主催による介護保険学習会に参加

12/14 水

○会議のレジ目作成
○広陵町沢のアスベスト工場跡地の調査について連絡
○国民融合奈良県の歴史
国民融合の理論ができた１９７５年に共産党に入党しました。
奈良県に来たのも、国民融合の考え方が大きかったと思います。
○２０億の会事務局会議
○県議員団会議
今日は１日会議、会議でした。

12/13 火

12/12 月

金平ゴボウ。玉子焼
き、水なのサラダ。
ハム。シュウマイ

玉子焼き、大根と水
な
のサラダ、ふぐの一
夜
干し大根にんじんし
い
たけの煮物、ウイン
ナ
のカレーに、わさび漬
け梅干

玉子焼き。りんご
菜っ葉と上げのおひ
た
し、ウインナ。
りんごとキャベツのサ
ラダ。撮影失敗です

○県議会最終日
人権擁護条例の制定を求める意見書については、共産党は反対し
ましたが、他の会派が賛成したことで本会議で決議されました。
○医療相談の日程調整
玉子焼きロールキャ
○定数検討委員会
○佐味田川河川改修に伴う工事の問題で、県が調査するとしたまま ベ
報告がない問題で、担当課より直接担当者の会って話を聞いてくる。 ツ、ほうれん草のバタ
ーいためウインナ，ご
ぼうてん、梅干。雑魚
ちりめん
今日は寒い１日でした朝から大阪に。
○大阪合同庁舎に 牛脊柱の処理問題
○奈良県警に 申し入れ
１日中、車に乗らずに電車で移動しました。
なんとなく世間は年末ムードでした。帰りは五位堂からバスで帰宅
で。バスに乗ったことでハルちゃんは興味津々、バシュ、バシュ。とい
っていました。
玉子焼き、大根のに
議会も明日で最終日です。
んじんの煮物

12/11 日

12/10 土

12/9 金

12/8 木

水なのおひたし
から揚げ、サツマイモ
スティック。時雨に、
雑
魚ちりめん
○北葛城郡ソフトテニス大会開会式真美が丘グラウンドにて
久々に夫と外食しま
参加して挨拶させていただきました。
し
○土庫病院５０周年記念退職職員の会に参加。懐かしい顔がいっぱ た。
い。ほっとできる安心感がありました。
河合町にある楡の木
○王寺町ｋ議員のご主人の葬儀に参列。社交ダンスが上手なかたで というレストランです。
した。長年の介護ご苦労様でした。心からご冥福をお祈りいたしま
何を食べてもおいし
す。
い
○中南和地区地区党会議参加
ところです。
ページトップへ
○中和地区平和の集い
長生き節の大舞台でのお披露目です。
リハーサルでピアノの先生から発生の仕方を特訓していただきまし
た。飲み込んだときの胸の奥から声を出すと歌詞がはっきりすると
か。
昨日の朝は風邪で声ががらがらでどうしようかと心配しましたが、ア
コ
ーデオン、三味線、笛ピアノ、ギターと生演奏で、踊りも先生じきじき
に
ご指導いただき１２人の踊りも元気よくとてもよかったです。
２回ほどの練習でしたがみんなで力をあわせてやることの楽しさを
感
じました。
高田小学校の合唱部の折り鶴のうたは感動的でした。
○地域活性化セミナーの最終講座に参加しました。
県立大学の２つのゼミの学生さんが広陵町に入って調査し、町おこ
し
に必要なことを報告してくれました。
平和の集い
かぐや姫，竹取公園，靴下。古墳など地域のお祭り、みやげ物の提
案
などがありました。面白いと思ったのは。くつした焼き、これは、学生さ
んの間で夏場、靴下の後だけ白くなることをいうそうですが、タイヤキ
の
ように。靴下の形の靴下焼きというアイデア面白いと思いました。
竹取公園を、ライトアップして安心してデートできるようになど若者ら
し
い発想がよかったと思います。
お通夜に参列
○厚生委員会、議題が多く請願が２件も上がり何かと忙しい委員会で
した。
主には指定管理者への移行が出てきましたが、リハビリテーション
セ
ンターや障害者の歯科診療所、知的障害者施設を民営にすることで
県
条例からはずす問題。福祉施設について。運営委託先の法人に譲渡
す
る問題などが出され、採算が取れず。必要不可欠の福祉施設につい
て
は公的にすべきであるとの意見で反対しました。
生活保護のしおりに憲法２５条が書かれていないのできちんと記入
す
べきとの質問に、在庫があるので、新たな印刷のときに書き入れると
約
束しました。
お父さんとお食事で
アスベスト対策では,古い工場について窓ガラスにアスベストらしきも す
のが付着して住民が心配しており調査すべきではとの質問に、来週
調
査を行うことを約束しました。
ハルちゃんは私が娘の湯飲みを使っていたら、じっと見ていてちゃ
ーチ
ャンのといい、ちゃーチャンの使ったらあかんと聞くと、あかんとの返
事、
いろいろなことをよく見ているのにビックリ
王寺町吉川議員のお父さんがお亡くなりになり、葬儀に参列９０歳。
温和なお写真でした。
○議会一般質問

○厚生委員会の打ち合わせ
○議案の賛否について議員団会議
イラクは兵延期を政府が決定しました。

玉子焼き。豚のしょう
が焼き.煮鳥
大根の尼酢漬け
レタス 雑魚ちりめん

12/7 水

12/6 火

12/5 月

12/4 日

12/3 土

○議会運営委員会。
○２０億裁判第１３回公判が開かれました。証人尋問請求。
来年の３月１５日、４月１９日２日間を使って証人喚問です。
いよいよ山場を迎えます。更なる支援の取り組みが必要です。
○一般質問
○厚生委員会打ち合わせ
○アスベスト問題でこの間の取り組みを報告。
弁護士さん５人が参加。今後の奈良県で活躍していただける若手
が４
人もこられて熱心に学習討論しました。

○各派代表者会議 市町村合併に伴う議員定数のこと
○議会運営委員会
○県議会代表質問
○各種団体要求懇談会
どうやら風邪のようです。早く寝ます

要求懇談会

玉子焼き、おでん
ほうれん草のバター
い
ためウインナ
えびシュウマイ

寒波到来。とても寒い１日でした
風呂の修理のため、片付け。いらないものがいっぱいです。
○県庁に
精神障害者医療問題でレクチャーを受けました。
○河川工事に伴う、工事記録が２重になっていた問題で、原因と調査
結果を資料請求しました。
玉子焼き。ひじき野
○アスベストの資料
菜
○議会準備
の肉巻き
お見舞い
しゃけ株の酢漬け
○幡野、吉川議員と王寺町入党のお誘い。
共産党のことをすぐ横において考えてくれると約束していただきまし
た。
○長生き節の練習
振り付けをしていただいた薮田貞子先生と初めてお会いしました。
ビデオで踊りの指導をおくっていただいていたので始めてなのにすぐ
に
わかりました。
手の伸ばし方や、足の出し方などあやふやだったところがよくわかり
さ
すがです。
長生き節ダンシングチームの踊りもなかなかよくなってきました。
当日は歌を歌うことになり。ピアノの先生の横で歌いましたが、声の
出
し方など教えていただきました。
１２月１０日楽しみにしていてください。
高田市さざんかホールにて２時から
ハルちゃんが、お父さんの実家から帰ってきました。
乗り物が大好きでバス、消防車、は特に大人気です。
ページトップへ
○王寺町こどもの国クリスマス会に参加。
異年齢の子供たちが助け合って三匹の子豚の劇をしていました。
衣装も工夫されて先生の日ごろの取り組みの成果がよく現れていま
し
た。
○集金、配達。平和の集いのポスター張り
○支部総会に参加。５中総の報告をしました。
かわいい子供たちが
○県委員会総会に参加
写っています
資料整理

12/2 金

12/1 木

今日は選挙に向けてのポスター撮影をしました
ランチプレートを食べ
朝から美容院に行って、会場は図書情報館の部屋をお借りしました。 ました
３人の議員が撮影でしたが、速く終わって私が最後でした。
何回とっても写真撮影は苦手です。
選挙ポスターの写真撮影は１１回目、びっくり
○午後から奈良民報新春対談
話が弾んで１時間の予定が２時間かかりました。
○県庁へ、日程うちあわせなど
○広陵町グリーンパレスにて、若者が参加する街づくり、
○県立大学地域創造学部の連続講座３回目に参加
抽象的な話でもう少し具体例を聞かせていただけたらと思いまし
た。
朝から良いお天気、布団や洗濯物をいっぱい干しました。
○生活相談 骨粉問題・年末調整のこと
○長生き節の練習予定、人が誰も来なくて残念。
○赤旗の集金
○１２月１０日の平和の集いのお誘い。ポスターを貼らせていただく
ところを見つけました。
この日は、鶴に乗ってのアニメ.、紫花大根のうた
○高田小学校の合唱。長生き節の歌と踊りと盛りだくさんです。
２時から高田のさざんかホールです。

玉子焼き。切干大根
うるめいわし。鳥と
ねぎのたきあわせ。
ごぼうときゅうりのサ
ラダ
ページトップへ

