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　（2007）2月 
ご意見やご要望は
　こちらのメールで

1月

2/28 水 
 

○五位堂駅早朝宣伝
○広陵町クリーンセンター開所式参列
　RDF炭化方式のものです、ここにいたるまでにいろいろありました
が、出来た以上は、安全で公害のない安心なものを願っています。
　玄関前に安全が確認できるパネルが表示されていました。小雨が
ぱらつく寒い日でしたが降水確率0％と表示が出て、あれと思いまし
た。

○周産期センターの申し入れ
○議員団会議
○演説会成功に向けての会議
○新聞の集金

今日で2月も終わりです、本当に早いですね 

選挙がんばってくださ
いと平飼いの地鶏の
卵を頂きました

2/27 火 
 

○大輪田駅早朝宣伝
　最低賃金が1000円になると2兆8千億円の経済効果があるとのこ
と、赤旗の宣伝をしました。
○民商申告会挨拶
○広陵町赤旗拡大4部増えました。花粉症の人にたくさん出会いまし
た
○山下よしきさんとエコールマミで宣伝、山下さんの訴えは元気が出
ます。
○上牧町に自立支援法のことで相談に行きました。
　施設が開いているかどうかが問題です。大阪の施設が少ないため
大阪からかなりの方が入所されているようです。
○リハビリ専門病院訪問、リハビリが180日間しか認められず、急性
期を過ぎてもリハビリが必要な人、これ以上低下させないためのリハ
ビリが必要な人が受けられなくなっています。
　半年間は間を空けることが必要ですが、その間に機能低下や意欲
の低下でレベルが下がってしまうなど、人間の尊厳にかかる重大問
題です。
○医療決起集会に参加、西さんの挨拶がずっしりと心に残りました。
　高齢者実態調査も現実が良く伝わってきました

玉子焼き春巻き、エ
ビチリと野菜の炒め
物、チンゲンサイと油
揚げの煮物イチゴ、
始祖塩昆布

2/26 月 
 

○王寺駅早朝宣伝
○北民商申告会挨拶
○上牧町石丸議員とあいさつ回り
　新聞が1部ふえました。猫がいなくなってとても心配している方とお
会いしました。早く見つかって欲しいですね。
○上牧町パチンコ問題の地域に挨拶、その後心配していたほど交通
や、騒音などはないとのこと、大雨のときに足がつかるくらいの水溜り
が出来るとのことでした。
○演説会のお誘い

○河合町南口さんと署名・挨拶。
　新しい地域でしたが、若いお母さんが多く乳幼児の署名に心よく応
じてくれました。
　私の名前をいうといつもポスターで見ていますとか、王寺駅でいつも
やっているのを聞いていますとか、うれしい返事を頂きました。
　挨拶2件、ホスピスがもっと欲しいとのこと、お母さんをホスピスで見
送られたとのことです、お父さんはふつうの病院でしたが最後の顔が
ぜんぜん違っており、お母さんは痛みを緩和してもらって穏やかに有
難うと言って息を引き取られたそうです。
○宣伝サティ前、王寺駅
　花粉症が出てきて大変です、目を洗浄するものや鼻を洗浄するもの
を買ってきました。

29回目の結婚記念日
でした、久しぶりに外
食しました

2/25 日 
 
○春闘共闘自動車パレードに参加しました。
　2年ぶりの参加でしたが、車の数が増えているのにびっくりです。

民主党が知事の擁立を断念したとの新聞報道がありました。いよいよ
あったか県政の出番、連帯の挨拶をさせていただきました。

○広陵町宣伝、6箇所。アレルギー食の取り組みをしている方から要
望を頂きました。クラスに2～3人はいるようですが、お弁当を持たせ



たり大変とのことです。
○上牧町共産党に入党していただきました、大きな力です。
○王寺町街頭宣伝、6箇所
○河合町街頭宣伝6箇所、だんだん冷え込んできてカイロのありがた
みが良くわかります。
○演説会のお誘い

ページトップへ

2/24 土 
 

今日は寒い1日でした
○朝から上牧町東議員と宣伝、5箇所道路署名を宣伝カーまで届け
てく　れた人が2人もいました。ありがたいことです。
夜勤明けでやかましいとの苦情もありました。すみませんでした。
○会議
○石丸議員と宣伝5箇所、子どもたちが寄ってきました。小学校4年生
国語でひとつの花を習っているそうです。戦争の話だと言っていまし
た。
思いがけないところからおはぎの差し入れを頂きました。
○訪問・署名、地場産業靴下の技術の継承について意見を伺いまし
た。機械の修理をする人がいなくなってしまうそうです。
　大企業の技術開発にかける莫大な予算を地場産業のために回した
らどんなにたくさんのことが出来るでしょうか。今の間にしなくてはと痛
感しました。
○3日の演説会のお誘い、電話賭け
○赤旗の配達

大根の漬物、ほうれ
ん草の卵とじ、金平ゴ
ボウ。トリのから揚げ
の親子丼ふう煮

2/23 金 
 

○五位堂駅前早朝宣伝
○葛城北民主商工会，申告会挨拶
○街頭宣伝4箇所
○あいさつ回り。署名10人分預かってくれました。
○生活相談・・・相談3件
　病院からの退院を宣告されているが、家族が病気で受け入れでき
ないとのこと、家族の主治医からその証明を書いてもらい病院に相談
するようにアドバイス。

障害者支援費制度でショートステイが20日分しか使えない。介護者の
父が入院で施術、介護が出来るまでには3ヶ月はかかるとのこと

○住宅の入居について
○事務所に以前生活相談にのった方が激励にきてくれました。

○県議会開会・・・日柿本知事の最後の予算提案が行われました。
○県議団会議
○五位堂駅前夕刻宣伝

スパゲティインゲンの
胡麻和え、かれーハ
ンバーグ
おぼろ

2/22 木 
 

朝7時に高田駅着
着替えをして県議会に
各派代表者会議，議会運営委員会
環境廃棄物対策特別委員会
地球温暖化問題では奈良県の食料の自給率を高めるように提案
中和営繕処分場問題について質問しました
さすがにお疲れ様でした

2/21 水 
 
○ホテルオークラにてヘルシーソサエティの授賞式がありました。
　昨年県議会厚生委員会副委員長のときに協会から奈良県で福祉
や医療に貢献されている人や団体の推薦状が届き深く考えずに、ア
フガニスタンに義肢装具を支援する会、代表滝谷昇氏を推薦しまし
た。
　忘れていたころに国際ボランティア部門の最優秀に選ばれたという
のでびっくりしました。
　これはジョンソンアンドジョンソン社が日本赤十字社に活動資金を支
援する一環で毎年5人を表彰してこられたようです。今年は第3回の授
賞式でした。
　日本看護協会、日本医師会、日本病院協会らが後援,，麻生外務大
臣が挨拶の中で滝谷さんを紹介されたのはびっくりしました。今話題
の伊吹文部科学大臣、柳沢厚生労働大臣らが挨拶。安倍総理夫人
も。アメリカの福大統領が来日中ですが、婦人を同伴されなかったと
のことで、参加されていました。
　ジョンソン社は日本だけでも4000人の従業員がいるようです。まず
社会に役立つ企業であること、従業員を大切にすること、お客様のニ
ーズに合うようにすること、株主は最後です、バンドエイドなどしかあ
まり知りませんでしたが医療機器などを主に手がけています。
　義肢装具の会はさまざまな人の支援を受けていて横浜で地雷をなく
す活動をされている方とも知り合いになりました。
　農野元法務大臣が滝谷さんのプレゼンテータ。奈良県会議員の今
井光子さんの推薦によりと紹介してくれました。

滝谷さんと奥様とご
一緒に

アフガニスタンん義肢
装具を支援する会の
皆様と



　滝谷さんの活動がすばらしいのは若いころお世話になったアフガニ
スタンでいろいろなことを教えてもらったから、今度は出来ることをし
たいと楽しんで支援を続けていることです。
　夢はアフガニスタンに義肢装具の学校を作ること。まだ戦争の火が
消えていないアフガニスタンに支援を続けるご主人をささえて留守宅
を守ってこられた婦人のおおらかさもとても魅力的でした。
　5人の受賞者はみなすばらしく、子どもの法医学にたづさわって突然
死か、虐待かなどを研究して折られる女医さん、コンチネンタルケアと
いって排泄専門に研究実践されている看護師さん、推薦人が川島み
どりさんだったのも懐かしかったです。
　川島さんは私が卒論を書くときに難病患者とともにという本を出版さ
れていて感銘を受けて何度も読み返した著者でとても尊敬している人
です、
　ボランティア部門はかなりの応募があり國際部門と、国内部門に分
けたそうですが、日野原重明先生も選考委員だったと聞きました。
　今まで応援してきた会が全国的にも認められたことをとてもうれしく
思います。
六本木男声合唱団のコーラス，羽田元総理大臣などが加わっていま
した。
　いろんな方にお会いできたことがとても楽しかったです。
23時の深夜バスで高田まで帰ってきました。

2/20 火 
 

○大和田駅前早朝宣伝
○日記記入
○昨日の委員会のまとめ

東京でヘルシーソサエティ協会の授賞式があります。
母のところによっていく予定です
又ご報告します

玉子焼きしゃけ、煮豆
焼肉青菜と油揚げの
煮物

実家の店先に私のお
雛様が並んでいまし
た
母が始めたお雛様の
展示が商店街につる
し雛をかけるような取
り組みになっていまし
た

2/19 月 
 

○近鉄高田駅前早朝宣伝
　県議会へ
○厚生委員会
総合周産期母子医療センターで質問
　県は当初後方支援ベッドを30床といっていましたが、医大の工事の
関係から10床となることが報告、私は奈良県の後方支援ベッドが少な
いために、NICUの稼動が実際の3分の1であったことが受け入れでき
なかったことに繋がった。
　30床にすべきと主張、健康局長はこれでいいと思ってはいない今後
の整備の中で検討していきたいと答弁しました。
　又、医師確保策に130万円が組まれていましたが、他の県と比べて
も桁違いの予算で何が出来るのかと主張。
　乳幼児医療を就学前まで拡大する問題では、窓口無慮運場合跡い
くらあれば出来るか質問したのに対し、副支部長はペナルティを入れ
て3億円であることを明らかにしました。
　又、貧困のセーフティネット問題では生活保護の相談が増えている
のに申請が減っている、14年には49％が17年は33％、生活福祉医金
の貸付も北葛城郡。国保もまともな保険証がない世帯が22000件以
上。　　生活が困ると最初に滞納するのが国保や税金、サラ金でお金
を借りることになる。行政は助けてくれない。取立ての厳しいところか
ら言われ続けると返さなくてもいいお金まで払い続けている。
　厚生労働省のモデル事業で、都道府県に相談窓口をおき、市町村
に出かけて支援、払いすぎた利息を取り戻し。保険料や税金の滞納
をなくし生活再建を支援している。奈良県でも考えるべきではないか
と質問、今後モデル事業なども研究していきたいと答弁しました。

やさいいり玉子焼き
細切り昆布の煮物
シュウマイ、こんにゃ
くの煮物
ふりかけ

2/18 日 
 
○赤部のお宮さんのお掃除終わったところで、挨拶
○赤旗配達

手作りチョコレートを
頂きました



○河合町訪問。署名、演説会のお誘い
○演説会成功のための対策会議
○新婦人味噌作り挨拶
○訪問1件
○議会の準備

ページトップへ

2/17 土 
 

大腸ファイバーの検診、人間ドックの結果も合わせて異常なし。良か
ったです。
○ピアノコンサート、王寺の吉川議員のピアノ、と県政報告会
○広陵9条の会結成集会。かぐや姫ホールにて325人が参加
　小森陽一さんの記念講演、次女もアフガニスタンにいったときのこと
を話しました。
　小森さんの話で横須賀に核搭載の航空母艦を配備することを日本
政府が了承していること。
　核が搭載されていたら相手が攻撃できず、1番攻撃の効果があるの
は、港を出発する前に攻撃すること、横須賀が世界で1番危険な地域
になってしまう。前小泉総理は自分の出身地をアメリカに売り渡した。
　自民党の憲法草案が2005年の10月28日に作成。その日が横須賀
の配備をきめた日であったなど、目からうろこの話がいっぱい出され
ました
今、本気で憲法を守る広がりを作ることがどんなに大切かを知りまし
た。

広陵9条の会

2/16 金 
 

○王寺駅前早朝宣伝
○病院の産婦人科の先生と懇談
　今の産婦人科がどんなに大変なことになっているかリアルに語って
くれました。
○議会準備の打ち合わせ
　各課が次々に来てくれるので大変です
○奈良県の学校の臨時教員の交通費問題を調査
　大阪と同様になっていました
明日検査のため今日は検査用の食事でした。

玉子焼きプチトマト。
魚のフライ鳥の照り
焼き野菜の煮物

2/15 木 
 

○佐味田川駅前早朝宣伝
　以前、私がケースワーカーのときに相談にのった方とばったり出会
いました。
○新婦人の県政学集会に参加。県政報告をさせていただきました。
○議会の質問準備
　今まで繋がっていなかったインターネットが久々に開通、すっとしま
した。しばらくパソコンなしの生活でしたがとても不便だったのと、目の
疲れや肩こりがなく良かったことと半々です。
○王寺駅前青年雇用アンケートの宣伝を行いました。４名が応援に
来てくれました。
○臨時教員の先生から、1日付で勤務しないと交通費が出ないとの相
談を受けました。
○北葛城郡選対会議

2/14 水 
 

○知事の予算説明を受けました、
○議案の説明
○県議団会議
○20億円の公正な判決を求める署名1070人分を奈良地裁に提出し
ました
○河合町支部県政学習会

2/13 火 
 
○築山駅前早朝宣伝、沢田よう子高田市議と
○広陵町宣伝5箇所、畑の中から手を振って応援していただきました
○あったか県政を作る会、知事候補の発表記者会見に同席
　西ふみ子さんです。
　記者会見に同席して西さんの決意を聞いていて涙が出てきました。
奈良県の生活と健康を守る会の会長をしていて生駒の市会議員を4
期努めている人です。
　弱者に対する思いやりが痛いほど伝わってきました。
71歳の年齢は貫禄があり戦争のときにお母さんが貫通射撃で足を打
ちぬかれて42歳でなくなったそうです。
　政治の根本は平和と言い切ります。新聞記者から平城遷都1300年
事業をどうするかの質問にお祭りは人々が豊作を願ったりして行わ
れてきたもので1300年をお祝いしようという人は自主的に行えばいい
ことで、奈良県が県民の暮らしが大変なときに県費を使って人も出し
てするひつようはありませんときっぱり。
　胸がスーッとしました
　会としての知事選挙は12年ぶりになります。12年前と比べ物になら
ないほど民主勢力が広がっています。
　あったか県政のシンボルカラーはオレンジです。



名古屋で革新市政が誕生したとき名古屋中からグリーンの布がなく
なりました。みんなスカーフにしたり身につけたりしてみどり1色になっ
て勝ち抜きました。
○夜の集会ではそんな挨拶をさせていただきました。
　青年が僕たちは冷たい政治といわれても暖かい時代を知らないか
ら何が冷たいかもわからないといっていました。
胸にその言葉が刺さりました。本当に暖かい県政を作りたいと思いま
す

2/12 月 
 

○河合町挨拶と署名、19人とお話させていただきました。
　共産党はいいことを言ってもぬかに釘で多数で押し切られるとのご
意見を頂きました。
　出る杭は打たれますがですぎた杭は打ちにくい。今回の選挙に立
候補すると11回になります。ずいぶん鍛えられました。
　正論は時間がかかるかもしれませんが政治を動かす力になっていく
ことは確かです。

○女性宣伝、おそろいのヤッケにスカーフと華やかに元気に宣伝をし
ました.。延べ65人が参加して介護保険や、乳幼児医療の署名が集り
ました。じっと聞いてくださった方が、今井さんのこと聞いてるよとどこ
からか聞いてくださっていました。
○下北山村の知人に電話、１６９の通行止めで大変不便。
　郵便車は、十津川周りで着ているとのとこ。地元では冬の期間通行
止めの道路を昼だけでも使わせて欲しいとのこと地元はみなチェーン
にしている、高校入試をうけるには。奈良に泊まらなくてはいけないの
で4日間もかかっているとのこと。

2/11 日 
 

○広陵町全党員集会に挨拶
○上牧町爆発デーに参加、宣伝4箇所
　　共産党に入党していただきました
○広陵町9条のお誘い
○訪問と宣伝赤旗が増えました

おいしい大根のつけ
ものを教えていただ
きました。
大根を半分にして酢
1、塩1、さとう3，で漬
け込み昆布にたかの
つめゆずを入れると
のこと
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2/10 土 
 

○広陵町挨拶寺前町議と
署名、赤旗も1部増えました。
○王寺町女性宣伝に参加　
ピアノコンサート,吉川議員の生演奏を聞かせていただきました、私も
すみれ島を語らせていただきました。
暗いので街灯をつけて欲しいなどの要望も出されました。
○斑鳩ホールにて民商の決起集会、挨拶させていただきました。

2/9 金 

○王寺駅早朝宣伝　幡野議員と
王寺の駅前の橋が出来てきていて圧迫感があり、道も渋滞していい
ことなしです。
○民商申告会挨拶　河合支部でした。
○南口さんとあいさつ回り、署名も頂きました
○午後から、桑原、南口さんと宣伝8箇所
最後は子どもに囲まれて大変にぎやかな宣伝になりました。
○赤旗記者より、医師不足問題について取材がありました。

2/8 木 

運転免許証の切り替えに行ってきました。
　ゴールドカードのため30分くらいの講習で早く済みました。
交通安全協会の加入を勧められて500円ならと承諾したのですが、5
年分で2500円頂きますといわれてなんだか騙されたような気分でし
た。
　ゴールドカードの人はいろいろな得点ショッピングの割引などができ
るカードを発行してくれるとのこと。申し込んだら700円、なんでもお金
です。協力してくれるお店を探しているそうです、安全運転すればい
いことがあるというのもアイデアですね。
　美容院に行ってカット、さっぱりしました。
生活相談・・・1件、難病について、大変な生活をされています。
○宣伝のテープでお困りのことがありましたらお気軽にご相談くださ
いと流しているのを聞いてお電話を頂きました。
　何も解決にはならないのですが、1時間ぐらいゆっくりと話を聞くこと
で誰にもいえなかったことで少し気分が楽になったようでした。
○北葛会議、選挙が近づき議論も真剣になってきました。

2/7 水 ○五位堂駅前早朝宣伝
県庁へ
○2月議会、条例議案の説明
○昨日の開発の件を調査、文化財の区域外であるとのこと。
○産廃問題で調査したことを報告



○民商申告会挨拶
○広陵町挨拶署名

2/6 火 

○王寺申告会挨拶
○広陵町挨拶
お昼はおすしで食事会、おいしいイチゴ大福まで付いていました。ご
馳走様でした。
○河合町挨拶、南口さんと挨拶署名
○拡大地区委員会総会
○生活相談・・・家の裏が開発されているとのことで、10時ごろに訪
問、古墳が近いので勝手に出来る地域化調査の依頼がありました。

2/5 月 

インターネットが繋がらなくなりました、契約手続きがややこしくお金を
振り込んでも繋がらないそうです。関連子会社が回収だけをしてい
て、電話もなかなかかからなく、大変困ってしまいます。
いつになれば出来るのか。しばらくブログはお休みです。繋がるとき
に備えて日記は書いておきます。
○河合町挨拶。
　20億問題について、こんなことはいらんと署名が30人も集りました

2/4 日 

王寺の西友で行われた映画ｗｉｔｈを見てきました
佐野由美さんという女性美術家の生涯がドキュメント映画として撮影
されていました。
　阪神大震災で被災。避難所の様子などスケッチして克明に残されて
います。ネパールにボランティアとして子どもに美術を教えます。手に
職を持つことが生きる糧の人々に少しでも将来に役立つように切り紙
を教えます。
若いみずみずしい感性で本当に大切なものを探そうと進んで人々の
中に入っていく姿が感動的、帰国寸前に交通事故で23年の人生を終
えます。
　多くの人を愛し、愛された生涯は今もなお多くの人々に何が大切か
を教えてくれているようです。たくさんの若い人に見て欲しい作品でし
た
この映画の上映が西大和の若い青年たちによって自主上映されたこ
ともさわやかでした。

○幡野議員と挨拶
○広陵後援会の総会、にぎやかで元気の出る集会になりました。

ページトップへ

2/3 土 

○新聞の集金
○上牧町統一行動に参加
○東議員と街頭宣伝７箇所
○午後から寺前議員とあいさつ回り署名2７、新聞3部が増えました
　昔、増税反対で1日だけ共産党員になって反対したということがあっ
たそうです。当時歌われた歌もあるとか。あのころと同じになってきた
なあと、保守の方が畑で話してくれました。
○民主医療機関連合会理事会に参加
　地域医療を守る近畿の大集会が計画されています
○県委員会総会に参加。ほぼ候補者が勢ぞろいとなりました。いよい
よ選挙に向けてがんばるとき。

節分の巻きすし、今
年は北北西とか
いわしはつみれ汁を
頂きました

2/2 金 

人間ドック
　いつも通り、もう少し体重を減らしてくださいとのことでした。
○河合町訪問
○生活相談・・・1件。

病院でにしんそばと.
芋とお豆のご飯、人
参高野豆腐などの炊
き合わせヨーグルト

2/1 木
 

○広陵町松野議員と挨拶、赤旗のおすすめ、３部増えました。
○午後から挨拶、署名
○4時から県庁で土木部に上北山村の崩落事故の付いて申し入れ
を行いました。
○北葛城郡選対会議
○河合町の2人目の候補が決定、これで勢ぞろいです。

ページトップへ


