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4/30 日 
 

今日は晴天に恵まれた暖かな1日でした。
ハルちゃんの子守を頼まれていたので夫と一緒にハルを連れて久々
に天王寺動物園に行ってきました。
王寺駅から電車に乗ることからわくわくどきどきです。
　絵本でいろいろな動物のことを知っていたハルちゃんは、動物に釘
付け、北海道の旭日山動物園が有名になりましたが、天王寺も以前
と違って動物の生態系を見学できるようにいろいろな工夫がしてあり
ました。
　わにの水槽では水の中の様子と上から頭を出している様子が見え
て子供たちが、1匹か2匹かと大騒ぎしている中に混じって水槽にしが
みつくように見ていました。
　入場料金は大人500円だけ。たくさんの子供づれが親子できていま
した。たっぷり遊んだ1日でした。
○赤旗しんぶんの集金

天王寺動物園

ページトップへ

4/29 土 
 

知人が亡くなったとのことでお悔やみに
○みっちゃんの宅急便の原稿
○生活相談・・・昨日の相談者に五条市の大谷議員が連絡してくれる
との返事をしておきました。
家の中の家具の大移動をしました。
お通夜に参列
○広陵後援会役員会に参加

パソコンとデジカメをつ
なぐコードが行方不明
になりました。出てきた
ら写真を載せます

4/28 金 
 

○赤旗の購読のお願い、2部増えました。
○介護保険の学習会
　新たな制度でこれまでのサービスから外れる人をどのように支えて
いけばいいのか、具体的にどんな問題がおきているのか、安心して
住み続けられる町をと言った、友の会のスローガンから見てももっと
具体的な取り組みが必要との声が上がっていました。
　近所のおばあちゃんは、保険料が上がったから子供の世話になら
ずに見てもらえると喜んでいるとか。話を聞いたらどうなるか心配。
　これまで買い物して食事を作ってもらいしていたのが、1時間30分し
かしてもらえなくなったが時間がとても足らない。
　高田市では、包括支援センターを作り、高齢福祉課がなくなったと
のこと。
○ヤマトハイミール前の水路の悪臭問題で、奈良土木と市がヘドロを
除去してくれるとのこと、井上議員から連絡あり。
○生活相談・・・土地の問題.吉野郡ですぐにいけないため地区委員
会にお願いしました。
○広陵町包括支援センターの話を聞かせていただきました
4月から予防プラン40件とのことです。
　ケアマネ1人で35件と言うことで新規の方が受けてもらえないなどが
あったが、今は落ち着いてきたと言うことです。

4/27 木 
 

奈良はとても寒い日でした
○県議団会議
○赤旗の拡大日曜版5部、民報4部
○王寺の金田議員、幡野議員と障害者施設訪問
　作業所、5人の通所今後どうなるか心配していました。
○精神障害者通所訓練施設
　自己負担が4倍くらいになる予定で心配されていました

○四方温子さんのお通夜に参列、母親運動や新婦人の運動で大変
お世話になった人です。
　長生き節の踊りのことを相談したとき、四方さんが薮田先生を紹介
してくれました。四方さんがいなければ、あの踊りはなかったのです。
　いまだに亡くなったことが信じられません。
心からご冥福をお祈りいたします。
久しぶりに友人とおしゃべり。楽しいひと時を過ごしました。

玉子焼きブロッコリー
焼き魚、煮物
梅干

後から乗せたのでよく
わかりません

4/26 水 
 
○五位堂駅早朝宣伝
　藤本香芝市議員と一緒にやりました。
　四方温子さんがなくなったとの知らせが入りました。本当に残念で
す。
○広陵町、第2浄化センターの公園側入り口と自転車道路のところが



草が伸びるとまったくわからずトラックが飛ばしてくるので危険とのこ
と寺前議員と現地調査を行いました。
○的場のところの水路の詰まっている問題。
　高田土木に申し入れ。道路のことは改善を約束してくれました。
下水管のつまりは町と相談するとのこと。
○石丸議員議員と教育委員会、教育長に少年補導条例で懇談。

○まきば苑訪問，支援費で自己負担が増えると大変とのこと。
　今までは施設入所者は医療費は無料だったものが、負担がいるよ
うになった。
　大阪府の人は入所施設の自治体での加入になったいる。奈良県で
はこれまで居住していた自治体が障害者医療を認めている。
　制度のハザマで3割負担の人が困っているとのこと。

○福祉作業所を訪問。いろいろ制度が変わっても大丈夫なように基
盤を確立したいとのことでジェラードアイスをはじめたとのことです。
○母子家庭の生活相談訪問。留守、
　心理学セミナー固定観念から解放する。事実が同じで結果が悪いと
受け止める人と、よいと受け止める人の違いはどんな価値観をとうす
のかの違い、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる
とのこと。　　ぎゅと詰まった1日でした。ごくろうさま

広陵町第2条かセンタ
ーの東口の辺り
地元の人から危険な
箇所を教えていただき
ました

4/25 火 
 

○定数検討委員会が開かれました。
　共産党としては奈良県の法定定数が52。これを条例で48としてお
り、削減率９２％、これは全国的に見ても100を超える定数の議会で
は80％台の削減率のところもあるが50台のところでは全国でも最も削
減率が高いので減らす必要はないと主張。
　財政問題で削減を言うのなら議員歳費を減らすべきと主張しまし
た。
　その上で3増3原案を提案しました。これで行けば人口格差は１．９．
逆転区0となります。いろいろ出ましたが、結論として３減の４５の定数
で行くことに委員会で決定しました。
議長に答申して６月議会にかかる予定です。

お昼に女性議員でフランス料理を食べに行きました。
　本当は１日ゆっくりの予定が委員会が入ったので、奈良にきてもらっ
て食事をしました。おいしいものは人を幸せにする力があります。

○生活相談・・・池のこと、保証人のこと、母子家庭の問題

○奈良民医連新聞の原稿
○少年補導条例を凍結させる会、いろいろな方が参加してとても有意
義な会でした。

少年補導条例の反対
集会
子供の治安維持法で
すと発言される不登校
の親の会の人

4/24 月 
 

宇陀市、御所市4人全員当選やったーと言う気持ちです。
○資料整理
○定数検討委員会への共産党の提案を相談。
　自民党も議員総会を開いているのか車がいっぱいでした。
○奈良警察署に昨年告発した事件で、その後の捜査状況を確認。
○赤旗祭り成功、党と後援会の決起集会に参加。
　夕方ももちゃんの顔を見に行ってきました，はいはいができるように
なっていました。

玉子焼き。から揚げ
金平ゴボウ、ほうれん
草のおひたしイチゴ
浜納豆。佃煮

4/23 日 
 

　部屋の片付け、山になっていた資料をいらないものを処分してすっ
きりしてきました。
　御所市，宇陀市の市議会議員選挙、御所は2人当選、中北7位、村
上10位でした。
　今帰ってきました。宇陀は高橋さんトップ当選、田村さんもほぼ間違
いないだろうとのこと。
4人全員当選を願っています

ページトップへ

4/22 土 
 

○河合診療所でうたごえ喫茶が開かれました。
　今回は懐メロ特集でした。一本の鉛筆を歌ったのですが、演奏とあ
わずに悲惨、次回までにしっかり練習する宿題ができました。

○河合町議候補者問題の話し合い。
第4回うたごえ喫茶

4/21 金 
 
○宇陀に選挙の支援
　各地を宣伝しました。最終版とあっていろいろな候補の方が街中を



歩いたりしていました。
○20億問題
○ケアハウスに入所のｍさんを訪問。大歓迎されましたお元気そうで
何よりです
○王寺町議会報告会
　国民健康保険が話題に、分割納入を認めてもらっても督促状が届
き差し押さえすると言う強圧的な内容が記載されているとのこと。
　娘の分が少し送れて、督促状が届き払いに行ったら、はがき代金を
とられたとのこと。
　橋問題、これから作るものが車椅子が自分でできない急傾斜のも
のはおかしいとのこと。また傾斜が急なときは速度を20キロに制限す
ることが道路交通法に書かれているがそれではより危険。
　美しが丘からいつも来るまで駅前におくりに行っている人は、橋がで
きても急な橋では怖くて運転できないとの声が上がっているとのこと。
○生活相談・・・　

4/20 木 
 

今日は車を県庁に置いてきたので電車で行きました。
　興福寺のところに修学旅行生がきていて、しかせんべいをやってい
ました。桜も散り新緑が出てきていて奈良はとてもきれいです。

○各派代表者会議
○定数検討委員会
○生活相談件3件・・・河川工事にかかる家屋被害。やみ金問題。
　野迫川村福祉施設の職員不当解雇問題。

○商工労働部に資料請求、契約書が出せないとのこと。

玉子焼き、ピーマン人
参、牛肉の炒め物、ほ
うれん草のしんこか
け、アスパラのベーコ
ンまき、人参のぬかづ
け

興福寺の五重の塔

4/19 水 
 

○２０億裁判第１５回公判
　証人尋問に立ちました。生まれて初めての経験です。
準備のときが大変でしたが、尋問の場ではそんなに緊張することなく
できました。
　傍聴もいっぱい詰め掛けてくれてよかったです。
　昨日から鼻炎で大変でしたが、薬を飲んだりあらゆることをやって何
とか乗り切れました。
○心理学セミナー　トラブルを解決する。日常を振り返ると思い当たる
ところがいっぱい出てきます。　　つかれたー

4/18 火 
 

○著尾駅前早朝宣伝
　一人でビラまきをして宣伝をして。応援してるよとうれしい励ましの
言葉をもらいました。
○裁判の準備
お通夜に参列しました

4/17 月 
 

○王寺駅前早朝宣伝上牧石丸議員、王寺幡野議員、金田議員、一
緒に２０億のビラをまきました。
○弁護士さんとの打ち合わせ
○河合町会議

4/16 日 

 

○御所市議選メッセージを送りました。
○宇陀市議員選挙告示日、高橋候補、田村候補の出発式に参加し
ました。
○町内を赤旗カーで宣伝。
又兵衛桜を一望できる丘の上から宣伝しました。花が咲きみだれ、本
当に美しい光景でした。中間選挙が同時に２つは初めてのことです。
がんばりましょう。
　演説を聴いていた年配のおじさんが、姉ちゃん菟田野からきてるん
かと声をかけてくれました。

又兵衛桜

ページトップへ

4/15 土 
 
○２０億のまとめ
○河合９条の会が結成され参加しました。
　桃山学院大学の前田先生の講演を聞きました。
憲法９条はどのように作られたのか、歴史的史実を元に話していただ
きました。今日本がどうなるか考えることはアメリカを研究するとよくわ
かるとのこと、お茶の間のテレビ番組までアメリカが提供している番組
があり、その情報はCIAというなるほどと思えることを話してくれまし
た。



　それにしても独立国である以上は、アメリカの顔色で動かされるの
ではなく。主権者である私たちがもっとしっかりしなくてはと思いまし
た。
　河合９条の会がその力になることを期待します。
○みっちゃんファンクラブ世話人会。
５月１４日与楽寺の胎内仏，を見ながら古文化会会長のお話を聞こう
ということになりました。

4/14 金 
 

○畠田駅前早朝宣伝、金田議員と一緒に宣伝。
○大宇陀支援
　廃油問題で田村議員と調査した口今井に行ってきました。
　地図を見ながら知らない土地を回るのは大変です。
　車が止められそうなところを見つけては宣伝しました１８箇所。
午後から菟田野に行って宣伝。宇田川沿いの桜が満開で見事でし
た、ちょっと得した気分です。帰りにきみごろもを買いました。
○なら演劇鑑賞会　殺陣師段平、とても面白かったです
　帰りにラーメンを食べて帰りました。

玉
子焼き、ウインナ、ほう
れん草のおひたし、イ
チゴ、菜っ葉とじゃこの
炒め物。ピーマンと肉
の味噌痛め

4/13 木 
 

○大滝ダムに行ってきました。
　地すべりの危険箇所５箇所のボーリング調査の結果、２箇所で地す
べり対策が必要と言う見解が、対策委員会から発表され、塩谷議員
の案内で現場に行ってきました。
　高原トンネル内に数箇所の亀裂が走っているのが目視できました。
又、白屋地域の方が移転先とされている大滝の地域は造成が完成し
て集会所まで完成されていました。山に向かう方向にすべり面がある
とか。
　いずれにしても対策を行えばダムが使えるようになるものか、それ
らの負担が県民の水道料金に跳ね返らないようにどうするのか、住
民の方の保障がきちんと行えるようにすることなど課題がいっぱいで
す。
　専門家の意見を聞いて、検討したいと思います。

○奈良民医連新聞の原稿を依頼されました。

　美空ひばりの一本の鉛筆にはまっています。音楽を聴けば歌えま
すが一人で歌うには難しい曲です
♪一本の鉛筆があれば、戦争はいやだと私は書く♪

大滝の移転先

白屋の地すべり対策
工事

高原トンネル

玉子焼きちくわのきゅ
うり詰め、ナスのベー
コンはさみウインナ、ひ
じき、小松菜とあげの
たき合わせ

4/12 水 
 

○２０億問題のまとめ
○北葛城議員団会議

○赤旗祭りに合同バザーを出します。いかやきはどうかと言うことに
なりました。たけのこご飯という声も。たけのこならいっぱいあると言う
人も出てきて、人集めと考えるとしんどくなりますが乗りのりでいくと面
白くなってきます。祭りですから、大いに楽しく行きましょう。

○弁護士さんとの打ち合わせ

玉子焼き、ほうれん草
ウインナ、きのことポテ
トのチーズグラタン、ひ
じき、茎わかめの佃
煮、うめぼし

4/11 火 
 
○公共機関の挨拶
　社会保険事務所、トップが民間の損保から来たことで、スピードが
求められ、事務作業がセンターで一括、職員は相談業務に当たるよう
になったとのこと。
　国民健康保険の滞納と国民年金の滞納がセットされるようになって
きて年金滞納の場合に納入の勧めの機会を増やすため、３ヶ月の短
期保険証の発行が行われるようになったとのこと。
　中和福祉、葛城保健所。中部農林事務所など訪問挨拶。

○マスコミ取材



○心理学セミナー初級の最終回でした。
　さまざまなカウンセリングの理論を学習。悩みとは固定観念。普段
は意識しないが悩みが起きることによって自分が潜在的に固定観念
がありそれを変えることによって悩みから開放されていくと言った話、
４回の講座があっという間でした。上級にチャレンジします。

4/10 月 
 

○２０億問題のまとめ
○生活相談・・・保証人問題
　今日は予定を入れずリフレッシュと思いましたが結局、資料作成に
終わりました。
　午後から，はるちゃんとももちゃんに会いに、主人のお姉さんたちが
きてくれました。

4/9 日 
 

○村上豊一御所市議員予定候補の事務所開きのメッセージを送りま
した。
○地元自治会の総会。２７０世帯、昨年は１２人が出生、９人がお亡く
なりになったそうです。役員交代、新旧役員さんご苦労様です。

　美容院に行った帰りに高塚公園に。桜が満開で，我が家の人はお
弁当を持ってお花見に行っているので見に行ってきました。
公園は手作りのバザーショップが並んでいて、とてもにぎやかでした
○来客あり
次女が、ももちゃんを連れて帰省。夫がももちゃんを抱いているのを
見て春ちゃんが焼きもち。はるもだっこーとおねだりをしていました。

ページトップへ

4/8 土 
 

○今日は黄砂が飛びすべてにスクリーンが、かけられた様でした。
　郡山城ホールで自閉症協会奈良県支部の総会があり参加しまし
た。お城祭りで花が満開です。
　来賓の挨拶を求められましたので、自閉症の子供さんを抱えても自
閉症であることを受け入れるのに時間がかかり、今度は自分を責め
たり悩んでいるたくさんの人に会の存在を知らせていってほしい。
　障害者対策に自閉症という言葉が入ったが具体的に何を望んでい
るのか声をたくさん届けてほしい、子供の数が減っているのに。障害
のありう子供が多い、出産の体制なども含め安心して子供を生み、育
てられるやさしい奈良県を作っていきたいと挨拶しました。発達支援
センターの所長さんにお会いし、見学に行く約束をしました。

○田村宇陀市議候補の支援に行って宣伝をしてきました。
道の駅でお買い物。夜桜コンサートをするお寺の下で宣伝。
念願のきみごろも。残りが７つだけで、私ともう一人の人と４つと３つ
に分けて売っていただきました。
○生活相談・・・障害者手帳を交付してもらったが、どのようなのサー
ビスが受けｔられるのかまったく説明がなかったとのこと。

宇陀路の桜
車の窓からパチリ
写ったかなと心配でし
たがそれなりに写って
いました。ピンボケは
黄砂のせいにしておき
ましょう

4/7 金 
 

○県議団会議
　県議会の入り口に選挙区と、議員の写真を掲載するパネルが展示
されました。議会運営委員会の視察のとき他府県で行われていたも
ので、奈良県でも掲示してはどうかと提案したものが実現しました。
○定数検討委員会
生活相談・・・産廃問題　河合町パチンコ店予定地にコンクリートの破
片が埋めたてられているとのことで産廃監視センターに連絡。現地調
査に行ってきたが従来の建物を取り壊してそれを運び出しているとの
こと。
○２０億問題
○生活相談・・・工事による住宅への影響について、居宅介護事業所
運営のあり方について。

県会議員の紹介パネ
ルができました

とんかつ、玉子焼き，
スナックえんどう、ほう
れん草のいかなごあえ
ウインナ、キャベツの
煮びたし

4/6 木 
 
なら公園に向かう途中奥にならホテルの屋根が見えます

桜が満開です
○県議団会議、県庁内あいさつ回り
○中南和地区常任会議

玉子焼き、もつ煮込
み、ほうれん草といか
なご，じゃこてん、きゅ



○生活相談・・・介護保険、やみ金問題　人の弱みに付け込んでやり
たい放題。

○北葛城郡女性部会議

うりの漬物、梅干．大
豆とひじきの煮物

4/5 水 
 

○五位堂駅前早朝宣伝
○県立奈良医大、看護大学入学式に参加。
高いハイヒールを履いてすってんころりん。せっかくの新しいスーツも
どろどろに。でも前は大丈夫。　雨のため，ちょっとぬれているかなと
言うくらいで、痛いのを我慢しながら座っていました。
　学長の挨拶で、今の若者の好きな言葉は、棚から牡丹餅、嫌いな
言葉は，石の上にも３年ということだそうです。

○弁護団会議　、お気に入りのかさがとられていました。
　サーモンピンクで持つところに同じ色のレザーでくるんであるもので
す。傘立てに３本あったのにほかのものはそのままで私のかさだけな
くなっていて、やはりとった人も素敵なかさだと思ってとったのかと思う
と、とられたのに誇らしい感じになったと夫に話すと、私がおかしいと
言われました。
　どこかで見かけたら教えてください
　あまり痛いのでレントゲンを取ってもらいました、骨は異常なし。ただ
し痛みは続くと言われました。
　さて、今日はいい日だったのでしょうか、悪い日だったのでしょうか。
この程度でよかったと思えるのは、心理学セミナーが役に立っている
のかな。
生活相談・・・２件

お昼は家でチャーハン
と、餃子．ミニラーメン
でした

4/4 火 
 

○宇陀市議員選挙の支援。街頭宣伝を行いました
　午前は田村地域、午後から高橋地域に行きました。
　又兵衛桜ときみごろもが目当てでしたが、どちらも道がわからなくて
残念。又の楽しみです。
　榛原は山の上に行って、吉野山の雄大な景色を目の前に見ながら
ちょっと得した気分でした。
○心理学ゼミナール、大脳生理学について。
人間とは何かを知るとても面白い講義でした。
○２０億関連資料を送ってもらいました。

写真とらずに食べてし
まいました
玉子焼き、ウインナ、
かぼちゃ、ピーマンと
人参、豚肉の炒め物、
イチゴ、梅干

4/3 月 
 

昨日とは打って変わって、晴天で桜が満開でした。
○午前中は、橿原市会議員の竹森さんと県の関係機関の挨拶と赤
旗のお勧めに行ってきました。留守が多かったのですが，日曜版と民
報を購読していただきました。

○大和平野土地改良区では事業の概要説明をうかがいました。大滝
ダムができないと，津風呂ダムの改修工事ができないとのことです。
　水の問題は３００年の歳月の大変な問題と改めて認識しました。
○県委員会主催の介護保険の対策会議に出席。
　各地の議会の様子などを伺いました。孤独死があいついでいること
や、地域包括支援センターができることになったものの体制的に大変
なこと、ケアプランが立てられるのかなどどこも手探り状態です。
　介護保険料は全自治体で引き上げられましたが保険料区分を細か
くしても高所得者が少なく実態的に変わらないと言う自治体、過疎地
など高齢者の多い地域ほど保険料が高く設定されていることなど、ま
すます地域間格差が広がってきていることが浮き彫りになりました。
　そんな中でも介護保険料の引き下げに議会でがんばってきたことな
ど共産党の頑張りが、住民の暮らしや命をも持っていることを実感し
ました。
県委員会総会までの間、お見舞いに行ってきました。

　ももちゃんにも会いに行ってきました。もう７ヶ月とても女の子らしくな
ってかわいくなってきました。
○県委員会総会
○生活相談・・・２件、生活保護について。

玉子焼きエビフライ、
白身魚のフライ、豚肉
と野菜の甘酢あんか
け、ちくわのきゅうり詰
め、梅干。ごましお

4/1 日 
 
今日は広陵後援会の花見が予定されていましたが、雨で中止です。
○なら民報の原稿を書いて送りました。

○午後から御所の演説会が行われ参加。
　村上豊一、中北秀太郎候補の力のこもった演説と、山下よしき参議
院予定候補の演説はわかりやすくてよかったです。
　思いがけずに長生き節がオープニングで歌われました。
終わってから、１番と５番がよかったですと２人の方から声をかけられ
ました。
　先日お亡くなりになったｍさんの私宛の遺書を受け取りました。
一人の残される奥さんに遺族年金がもらえるように手続きしてほしい
というないようです。ご自分の命が長くないことを知った上でこのよう

御所の演説会

つきたてのヨモギもち



な文章を残されるとは。。。
偉大な方だったと改めて知った気がいたしました。

が届きました

4/1 土
 

○王寺駅前で消費税増税１８年目にあたり、消費税増税に反対する
各界連絡会で宣伝を行いました。国民が納めた消費税が１４８兆
円、大企業の減税が１４５兆円、何が福祉のためですか。これを今
度は２桁に，とんでもありません。
○生活相談・・・自治体職員不当解雇で地労委に意義申し立て中に
もかかわらず、３月３１日付で解雇とのことで荷物を放り出され、警
察に現場検証を頼むが出動してくれないとのこと、県警に連絡。
　パトカー３台現場に来てくれたとの報告がありました。

　夫と春ちゃんと人で大阪の病院に入院している知人を見舞いに行
きました。とても喜んでいただきました。
○なら民医連理事会、新入医師歓迎会。

お弁当はお休みで
す
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