日記 ’07-07月

（2007）

7月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

6月 5月 4月 3月 2月 １月

●赤旗の集金と選挙のご挨拶
●２０億裁判について
●生活相談・・・脅されているとのこと、警察にいくように指導
●高田土木より築山の河川の地下の配水管が詰まっていた問題で明

玉子焼きごぼうてんイ
ンゲンにんじん、こん
にゃくの煮物、マーボ
●文教委員会県内視察,西和養護学校、地元議員として一緒に参加さ ーナス、チキンの海苔
せていただきました。
巻き、しゃけフレーク、
塩昆布
やっと夏休みを迎えてほっとしています。子どもたちのほうが先生よ
り先に慣れたようですと校長先生の話でした。
日現場で水を抜いて調査をするとの連絡有

7/31 火

夏休み中はプールの日があって４台のバスのうち毎日１台がお迎え
に行っているそうです
●９日の医療社会保障学習会の打ち合わせ
西和養護学校のプー
ル、スロープで入れま
す

7/30 月

7/29 日

明け方から雷雨、先日の被害を受けたところが大丈夫か気になる
テレビで参議院の議席共産党３議席。３人目に山下よしきさんが当
選、疲れがすっと取れました。早速お祝いのメール
●待遇者会の総会、県会議員を退任された方が会をつくり各派の代
表ということで参加しました、懐かしい顔を拝見。
昨日の選挙が話題に
●奈良県環境整備事業共同組合の大会がなら１００年会館で開かれ
参加、下水道事業が自治体の赤字の７割くらいを占めており、合併浄
化槽などの導入がかなりのコスト削減に繋がるという詳しいデーター
と報告を聞きました。
以前から私自身の問題意識もあって大変興味深い集会でした
●日本共産党自治体部会。議員学習会の打ち合わせ
●朝から支持を約束していただいたところに投票日のお知らせ
ご苦労様，もう行って来たよ。これからいきます。ご苦労様がんばっ
て、いろいろな反応です。
過去最高の支持拡大をとみんなでがんばってきました。
選挙速報は民主が優勢、自民が惨敗、共産党も厳しそうです
明日にならないとわかりませんが、眠気とたたかいながらもう少しテ
レビを見ようと思います。

玉子焼き、しゃけ、い
んげんのごまあえ、焼
きナスの田楽味噌、シ
ュウマイちくわのきゅ
うり詰め
ごま塩梅干

ページトップへ

●ラストサンデー

7/28 土

7/27 金

これまでのつながりの方に指示をお願いする電話を入れました．みん
なにゆうてまっせ。がんばってください。年賀状も持ち出して電話。
●広陵ホームセンターの前でマニュフェスト宣伝。ここは地元の人が
多くて効果抜群です。
寺前町議の地元、赤部の地域でプラスターを持ってメガホン宣伝。い
ろいろな方にあえて支持をお願いしました。
カラオケに行くという人に、ビラを渡して皆さんに渡してくださいとお願
い

玉子焼き。エビフライ
ウインナときゅうりの
串刺し
プチトマト、高野豆腐
しいたけインゲン人参
ちくわの煮物、シメジ
昆布ふりかけ

痛いような真夏の日差しでした
●早朝佐味田駅宣伝、プラスターを持って声をかけます。
ビラも結構受け取ってくれました。
●生活相談・・・入所施設探し、老人保健施設３＾４件電話をするも満
床とのこと、介護難民を実感。
●先日の大雨で高田市の築山、有井方面で床上床下浸水がひどく、
県が設置した高田川に地下のパイプを通して水を流すシステムが稼 説明を聞きました

7/26 木

7/25 水

動しておらず、３００メートルの管の途中に土砂などで詰まっていた可
能性があり、現地に高田土木、高田市の担当課、被害を受けた住民
が立ち会って説明を受けました。今後大きなバキュームカーで水を抜
き原因究明を行っていくとのこと、地上の施設と地下の施設の管理者
が異なっていてどの時点でゲートをふさぐのか判断基準もあいまい
参加者は、これだけの水しかはけないことがわかっているのだから住
宅の建設などどんどん認めるのはおかしい。
、水が増えてきていったん止まり流れが変わりだしてあれよあれよと
いうまに畳がぬれてじゅうたんが水浸しになっていった、どこに電話を
してもわからないという返事ばかりだったと怒りの声を上げていまし
た。
●母の入院の相談
●訪問８件、子どもにも言っている、実家に電話をしておいた、と好意
的な返事を頂きました
●五位堂駅前に候補者が来て早朝宣伝、他陣営も候補者が来ていま
した。
マイクが使えないためメガホン宣伝。ダイエットの効果があります。
候補者カーで１１時３０分から３時まで。すばらしく暑い時間に宣伝。
それでも外にでて聞いてくれる人もいてがんばっての応援にこちらも
熱が入ります。
●生活相談・・・高齢者虐待問題、地域包括支援センターに相談する
ようアドバイス。施設入所問題。病院から退院を迫られています.。８５
歳。胃ロウ、で痴呆があるとのこと。老人保健施設に問い合わせ。入
所のめどが立たず。特養に申し込んでいますがいつになるかわかり
ません。行き場のない高齢者の問題は深刻です。
後期高齢者医療の実施に伴い６５歳以上の高齢者の国保料まで年
金天引きとなります。来年４月実施か１０月実施か国は都道府県を通
じて問い合わせており、県が市町村を取りまとめて国に報告。その結
果について県に問い合わせ。県は市町村のことなので聞いてから返
事をするとのこと。
●夜は當麻文化センターで演説会、大ホールではじめて開かれまし
た。支部の方々のやる気が伝わってきました。
●志位委員長のＣＳ放送。今の政治情勢を分析していよいよ最後の
頑張りが左右すること。助けてくださいという声やメール、が共産党に
たくさん寄せられていること。
今、日本共産党が躍進することは国民に責任をおう党として課せら
れた使命であること．加藤周一氏が宮本顕治の死去にあったて赤旗
に寄稿していただいた記事。わたしも感銘を受けていた下りを紹介。
１５年戦争に反戦を貫いたきわめて貴重な人物、彼がいたからこそ、
あの侵略戦争に反対を貫いた日本人がいたという誇りが持てる。この
党が今こそ伸びていかなくてはとの訴えはたくさんの党員や支持者に
届いたと思います。

出口は岡本メリヤス
のすぐ近くになります

お弁当はおやすみで
す

玉子焼き肉と野菜の
炒め物、マカロニサラ
ダ、南瓜
ミニトマト
しゃけフレーク

●河合町小集会、増税問題や、介護問題に話が弾みました。
●王寺駅夕刻宣伝マニュフェストの標記を借りて宣伝，メガホンで通

7/24 火

7/23 月

行人の呼びかけました。
保守やけど、比例は入れたると声をかけてくれました。
夏日。やっと夏らしい日になってきました
赤旗に、広陵支部のNさんが紹介されていました。不自由な体を押し
て毎日事務所で電話にかじりついて支持を呼びかけてくれています。
●演説会のお誘い
●生活相談
●明日の懇談会の打ち合わせ
●広陵町演説会
候補者の演説がすばらしくて、笑いあり、涙あり会場いっぱいの参
加者を魅了しました。わたしも並んでお見送り、がんばるからな。これ
は自分の選挙や、と力強い声をかけていただきました。
この人に、わたしたちの声を国会に届けて欲しいと思える候補者を
持っていることは幸せです。
あと５日、がんばりましょう
牧野古墳の里帰り展を見に行ってきました。
●友の会のニュース配布
後期高齢者医療制度ではなしがはずむ。
●生活相談、赤旗新聞が増えました。今井光子県政相談所をみてお
電話を下さいました。
●演説会の誘い
選挙のお願い、民主党に入れようと思っている、とのこと
共産党のイメージに対する間違った誤解
いよいよあと１週間。

玉子焼き、しゃけ、シ
ュウマイインゲンと人
参のにく巻き
マーボーナス、きゅう
りの酢の物プチトマト
梅干、シメジ昆布

カメラの充電がきれて
いました

7/22 日

7/21 土

7/20 金

7/19 木

●北葛城郡少年野球大会開会式が河合町町民グランドで行われ参

夜ハルちゃんと花火を
加しました
しました
●演説会のお誘いの電話賭け
●ビラまき
●広陵町支部会議
●高齢社会の介護を考える集い，ＮＰO法人創の会主催が広陵グリー
ンパレスで行われ参加。
福祉住環境コーディネーターの浜田さんのお話は具体的で良くわか
りました、又デンマークの福祉事情の報告も参考になりました。
●夕方から馬見をメガホン宣伝。
１時間コースで美容と健康に最適です。
ページトップへ
●八木駅前８時から候補者カーで宣伝
４０分間とのことで。思い切りこの間のことを訴える。貧困問題、大
阪での一家４人の無理心中や、生活保護の受給者が餓死した問題な
ど。ホームレスの人が感心を持って聞いてくれる。中には前のベンチ
に出てきて聞いてくれる人も。４０分間たったままでじっと聞いてくれる
人終わってから握手。
この政治を変えられる力確かな野党を伸ばしたい。
●橿原市を宣伝カーでうったえる。スーパー前で高齢のご夫婦が、年
金は下がる。税金は上がる、医者代は上がると訴えるとひとつひとつ
うなづいて聞いてくれる。思わず力が入る。団地でもまどを開けて中
から聞いているのがわかる。中学生ぐらいの子ががんバレーと元気
よく自転車で通り過ぎる。訴えが届いているのをひしひしと実感する。
夕方からももちゃんの保育園の夏祭り、オープニングはキッズソー
ラン。ももちゃんも大きいお兄ちゃんやお姉ちゃんのあわせて体を動
かして踊っている。いつも保育園の先生はすごいなと感心する
●王寺駅早朝宣伝、自民党が来ていて南口の予定が北口に変更しま
した。
●候補者カー１日王寺。上牧、河合で宣伝、夕方から雨。雨の中夜８
時まで宣伝しました。お疲れ様でした
●生活相談２件
●河合町河合の大阪ガスのガス管の問題で河合町役場に大阪ガス
が来て地元住民と懇談、災害時のことは心配ないとのことで、住民の
不安と会社の対応にずれがあったとのことでした。
久しぶりに晴れ、夏らしい日となりました
昨日、日本共産党の宮本顕治氏が９８歳でお亡くなりになりました。
わたしが２０歳で入党したころは議長をされていました。
発表される報告や文章はとても深くいろいろなことを捕らえていて、
何も知らなかったわたしですが、いろいろ影響を受けているのだと思
います。
今でも忘れられないのは、宮本顕治の保健思想という、薄い本で
す。病気を社会から捉えて、社会科学の目で見ていこうと医療ソーシ
ャルワーカーの勉強をしていたわたしはふと目に留まった１冊です。
左右の日和見主義、というのがあって。病気だから何も出来ないと病
気を理由に出来ることもしないですることが右の日和見主義、体が少
しくらい悪くても今がんばらなければと、食事や睡眠、休息をとらずに お弁当はおやすみで
がんばって結局倒れてしまい、何もできなくなってしまうのが左の日和 す
見主義。
長い目で見て自分のからだを良く知って、粘り図よくがんばっていくこ
との大切さを学ばせていただきました。
今でもとても大切なことだと思います。長い間本当にご苦労様でした。
●生活相談・・・３件、看護師への道、子どものこと、２０億問題

7/18 水

家にいたら、自民党の事務所からお電話を頂きました
ご苦労様です、がんばってくださいといっておきましたが
今井光子県政相談所の電話にまでかけてくるのは知らないからでし
ょうか、そこまで幅広くあってているからでしょうか。
●わたしも、昼から電話かけでがんばりました。
●五位堂駅前早朝宣伝、確かな野党のポスターで作ったグッズで宣
伝しました。
●生活相談・・・３件、進学のこと 子どものことなど
●高田土木事務所に香芝市の水害の復旧工事の申し入れ
●広陵町支部会議 みんなやる気満々です。
●大淀町下市町、五条市、御所市、候補者カー代理弁士で宣伝をし

てきました。
傘と、帽子を両方持って乗り込みました、天気が良くなって日焼けしま
した。最後は御所市、田んぼのある橋の上で宣伝，候補者カーの灯り
をめがけて虫がいっぱい飛んできて大変でした。あちこちで声援して
いただきました。

とても元気な候補者
車カーです

7/17 火

昨夜は集中豪雨のような雨
香芝市下田東 ガード
●演説原稿を県委員会に送る
レールが川に落ちて
県に被害状況を確認、ホームページに刻々と状況が入ってくる高田 います
市、香芝市など災害対策本部を設置。
●広陵町は道路の冠水３箇所
例年水つきがひどかった安倍神殿の地域は今回は河川改修のお
かげで被害は入っていない
関係地域の議員に連絡、高田は築山有井が被害が大きかったとの
こと。
●藤本議員より下田の担げ側のところがえぐられて、電柱が倒れ過酷
が崩壊している状態とのことで視察。
ここに倒れた電柱が
●當麻の高井議員から大田の新庄建設の積み上げた山の周辺で崩 ありました、横の小屋
れがあるとのこと。今後の方向について地元住民にに高田土木より を全壊、川に落ちてい
ます、ブロックの後ろ
説明があったとのこと。 山を１０メートル削る方向とのこと
も家人がすんでいなく
て幸いです
●中越地震の募金箱を作成、
●看板作成
●田原本演説会 候補者の訴えがすばらしい。もっと多くの人に聞い
て欲しいと思う。

道路がえぐられてアス
ファルトだけ
●今日は北葛城郡、王寺。上牧、河合の合同演説会。香芝の演説会

7/16 月

7/15 日

の２会場で弁士、小林ミエ子参議院議員、選挙区候補も来るとあって
わたしの役回りは、県議会で共産党が躍進した意義についてというも
のです
県委員長から演説のメモでも送って欲しいとの電話ももらって、余り考
えずにその時々にあわせて話をしているわたしとしてはいつになく演
説内容を考えてしまいました。
結局時間をかけて考えてもあまり違いはないような気がします。

鳥のから揚げ、チーズ
●演説会のお誘いの電話、生活相談をした方に電話をしてお誘い。会 きゅうり鶉の卵の串刺
し、春雨の中華風酢
場で電話を頂いた丸々ですと始めてご対面。うれしい限りです
の物、しゃけ、南瓜と
新潟、長野ので震度６の大地震です。地震で被災されたかたがたに インゲンの煮物、梅
干、しいたけ昆布、ご
お見舞いを申し上げます。
又家の下敷きになって高齢者の方がお亡くなりになりました、近畿も ま塩
夕方震度３に地震があり、心配です。
台風４号も無事通過、全国で被害にあわれた方にお見舞いを申し上
げます。
どんよりした、少し涼しい日になり雨もなくこんな日は日に焼けず演説
日和です。喜んでいるわたしに、夫はこんな日は洗濯物が乾かないと
嘆いています。
男女共同参画では我が家は先進事例です
夜空に星が見えまし
●選挙最初の日曜日、演説会の呼び込み。広陵支部の会議、きょう
た明日は晴れるかな
は昼から比例カーが来て広陵、上牧。河合。王寺と８時まで宣伝。
何回しゃべったかわからないくらい演説しました。大阪から来てくれ
た運転者さんが休みなしですかと、心配してくれました。
王寺駅でちょっと休憩。トーストとカフェオレで元気を取り戻し目いっ
ぱい宣伝。

反応がとてもよくて元気が出ます。今日は共産党８５歳の誕生日、
たいしたものです。わたしも８５歳で光っていられますように

7/14 土

7/13 金

ページトップへ
台風４号が来ている為，あちこちで被害状況などがニュースで伝えら
れています。
昨日の大演説会２５００人と報道されていました
消費税が争点に浮上
おやすみです
●選挙のはがきの宛名書き
●生活相談・・・住宅問題、町営住宅の募集があることを伝えました
●全県会議 参議院選挙に向けて、各地でさまざまな工夫がされてい
ます。
台風接近で雨、
奈良県が難病患者さんの医療費の切り替えでこれまで県が新しい医
療証を送付していましたが、それを返信切手を貼って送らなければ送
付してもらえなくなり、来年からは、切り変えの時期を伝える通知およ
び申請書は送らない。という通知を見てびっくりされた方から連絡をも
らい
県の担当課に事情を聞きました。
健康増進課では、今年度新規事業として難病患者さんの災害時支 志位委員長をむかえ
援事業を立ち上げたのでそれの費用を捻出するために、削減したと ての街頭大演説会
のこと
削減費用は４０万、新規事業は３０万、
県にもいろいろな意見が寄せられていて。通知は続け、送付を自己
負担してもらう課など現在患者会の意見などもまとめていただいて検
討するとのことです。
切り替え通知も、医療証をおくるのもどちらも予算をつけるのは当然
のことです。削るべきところはもっとほかにあります。
●志位委員長の記者会見

7/12 木

7/11 水

7/10 火

受付 たくさんのマスコミがこられました。
消費税が争点に浮上してきたことを紹介、生まれも育ちも公約違反で
あり、３回も同じことを繰り返すわけにはいかない と強調。
●近鉄駅前大演説会には雨にもかかわらずたくさんの人々がきてくれ
ました
●王寺民報原稿
今日から参議院選挙。
●近鉄駅前候補者の出発式にいきました。マスコミに囲まれて第一
声。
●耐震住宅問題
●難病医療の切り替え問題
●ハイミール倒産に関して
●王寺駅前に候補者カーが来てドッキング
サティ前、片岡台団地、エコール真美、近鉄高田と代理弁士、
まずまずの反応、元気な宣伝カーが人目を引きます。
●五位堂駅前早朝宣伝
●マスコミ取材
●演説会の誘い
●五位堂駅シンデレラ作戦 １０時３０分から１２時まで人間らしく生き
られる社会をのびらをまきました。
残業代もらってる?の看板を見ながら通り過ぎます。遅くまでご苦労
様ですとわざわざビラを取りに来てくれる人もいました。
王寺に比べて小学生の塾帰りがたくさん見受けられました。
遅い時間でもアルバイト帰りかなと思うような若い女性も結構いまし
た
もちろんネクタイをしたサラリーマンも
コスパのフィットネスクラブで汗を流してきた人と、仕事でくたくたに
なって帰ってくる人とすぐわかります。
駅は最終電車が着てからシャッターを下ろすことを始めて知りました。
駅員さんが自動改札の切符を回収しているところも始めてみました。
いつ見ている景色が変わって面白いものですね おやすみなさい
●県庁前宣伝雨で中止
●新婦人班会議
子育てパンフでわいわいと学習会
フランスは児童扶養手当が２０歳まで支給されます。財源は企業と
国の負担です。うらやましい。
●お葬式に参列 ９０歳 地元で大変人望が厚くお世話になった方で
した。ご冥福をお祈りいたします。
●シンデレラ作戦、何人来るか心配でしたが１１人参加。

残業代もらってる? こんな働き方続かない。志位さんの立て看板な
ど、何があるのかと思うほどにぎやかに
人間らしく働けるルールを作ります、というビラをまきました。

玉子焼き、肉たまねぎ
人参の煮込み、ブロッ
コリー
切干大根の煮物プチ
トマト、シメジしいたけ

お弁当はおやすみで
す

１０時３０分からはじめましたが、結構学生さんがその時間はいま
す。だんだん遅くなると、若者世代が結構います。
アルバイト帰りでしょうか、よっぱらいもいましたが最初はもっといる
と思っていたのに割と少ない印象です。
男性女性、関係なく降りてきます。今から食べるのか買い物袋を下
げている人も。ご苦労さんと声をかけてくれる人も。次に乗り換えるの
に、深夜も走るサラリーマン。
緑の窓口の電気も消えて、最終電車がだんだんとなくなっていきま
す。１２時１分の電車を向かえて終わりました。
おそくまでお仕事ご苦労様です。は、わたしたちにも言えること
●大型カーで宣伝
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月

広陵７箇所、上牧１箇所
出来るだけたくさんの人に聞こえる場所を選んで宣伝
お墓の横はどうかと思いましたが、お墓参りの方が応援してくれまし
た。
●北葛会議
シンデレラ作戦、残業代もらってる？ビラを配布します。
どんなサプライズが起きるのか楽しみです。
●夕方上牧片岡台団地前、サティ前宣伝
年配の男性「もう自民党はいらん」、「お宅の党に入れるかはきめて
いないけど」と声をかけてくれました。
自民党は前の福田派、民主党派、まえの田中派と田中真紀子さん
が言っていました。どちらも元自民で変わりません。
企業献金をもらっていたら国民の政治になりませんというと返事は
ありませんでしたが、笑顔で立ち去っていかれました。

王寺駅で生駒郡、北
葛城郡合同シンデレ
ラ作戦 深夜１２時ま
で宣伝しました。

一口食べてから写真
を思い出しました。少
しご飯が減っています
玉子焼き、高野豆腐し
いたけ人参三度豆の
煮物、焼肉、わかめき
ゅうりじゃこの酢の物
金時豆梅干

●参議院選挙直前最後の日曜日

7/8

日

広陵町内を街頭宣伝をしてまわり
ました。２１箇所。
●夕方エコール真美では署名も一緒に宣伝しました。
自転車の子どもたちが「がんばってください」と声をかけて通りすぎ
ました、わざわざ聞きに出てきてくれたところもあり、まずまずです。
ナッチャンが明日で満１歳。ローソクを１本立ててお誕生日を祝いまし
た
ページトップへ
●広陵町の後援会でエコール真美で宣伝しました。
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土

7/6

金

7/5

木

増税反対の署名も行いましたが、増税と聞いて戻って署名してくれ
る人もいました。
参議院選挙が近づく中で政治に関心が向けられているようです。
共産党が１１時から１２時まで宣伝、１２時から公明党が宣伝と言うの
で本番さながらです。
●王寺駅では生駒郡北葛城郡合同の七夕宣伝を行いました。中村あ
つこさんも浴衣姿で宣伝、七夕の笹に願いをよせて、５０名くらい参加
、
してくれて日本共産党のたすきをかけて、今とても元気です。
マイクを持っているの
が私
浴衣を着て宣伝カーを運転しているとおやっという反応にぶつかりま 赤い浴衣が中村あつ
す。
こさん
ビラをまいていたら、今井さんほんまにがんばってや期待してるから 平群から運んだ笹に
と知らない人が声をかけてくれました。
は願い事いっぱい
●２０億問題
●みっチャンの宅急便の下書きチェック
●王寺駅早朝宣伝
●ヤマトハイミール倒産の情報
●県議会当番日 朝日新聞に記事が掲載されている
●障害者施設問題
●自治体部会
●２０億の会で県の商工労働部に申し入れ
今回、人事異動によって商工労働部長が、総務部長に、商工労働
部長は国からという異例の人事。
知事も変わり、部長も変わる中での、ハイミールの倒産は県として 商工労働部へのも申
はっきりした方針も持たないまま国に相談するというのでは余りにも し入れ
主体性がなく、借りたものは返すという原則で県は回収をすべきであ
ることを申し入れました。
●河合診療所友の会・・・生活相談会
お弁当を１口食べて
４件、増税問題。年金は減っているのに税金は２倍になっていまし 撮影していないのに
た。
気づきました。デジカ
年金問題・生活保護についてなど
メの充電がきれてい
久々の相談会でしたが、いろいろな方が相談に来ていただき又やり て、充電して撮影して
たいと思います。
から食べようと思って
●社会保険事務所に年金記録の確認にいってきました
いたのですがふとき
記録だけなら早いですといわれて約３０分、かけた分すべて記録さ づきと。お弁当をきれ
れていました。
いに食べおわってい

ついでに金額も調べておこうと待つこと１時間。年金額の少なさにび
っくりです。
厚生年金に１９年加入していました。今は国民年金です。
６０歳からもらえる年金が３９万円、年額です。６５歳になっても１１０
万円ちょっと。月１０万円以下です。
働き続けてきてこの金額ですから、主婦や、不安定就労の方は大
変です。高齢者問題は女性の貧困問題と隣り合わせです。
待合にいるといろいろな方が来ていました。
参議院選挙は、格差と貧困、年金問題でがんばります。
●五位堂駅前早朝宣伝
日本共産党のたすきをかけて元気よくやりました。
人間で一番パワーのあるひとは赤ちゃんと言います。たすきをかける
と元気になります。
●医学生講座のフィールドワークで相談あり。地域の中の格差と貧困
がどのように現れているか、どんな医師が望まれているかなど、話し
て欲しいとのことです。
医学生の人がどんな思いで医師を志すのか、逆に話を聞かせて欲
しいと思います、今から楽しみです。

ました
玉子焼き、秋刀魚の
蒲焼、ズッキーニのか
つお炒めめポン酢和
え、きゅうりとチーズ
のちくわ詰め
鳥のレバーとねぎの
甘辛に

●介護保険の現場の声を聞かせていただきました。
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水

財政難の自治体では、入院中に退院後の準備のため介護保険の
申請をしても受け付けてもらえない。家族がいるところはほとんど生
活支援が使えない。
ベッドを借りるのに社会福祉協議会の所有するものを借りると、自
分で運ばないといけない、移送費が１万円もかかるので借り手がいな ししゃも。玉子焼きさく
いなど。
らんぼ。鶏肉の生姜
焼ききゅうり卵わか
●生活相談・・・北海道の牛肉偽装問題について・生活保護について め、ふの酢の物
県営住宅申し込みについて・２０億問題について
金平ゴボウ、しそ
●斑鳩ホールでピープルズファースト主催の参議院選挙で各政党の

政策を聞く会が催されました。
民主、社民、共産が参加、中村あつこさんと一緒に参加。
それぞれ１０分ヅツ報告のあとで質疑があり、作業所に行くのにおと
うさんがお金を払ってくれているが、パンクしたらどうなるのか。
年金が少ない、自立といっても雇ってもらえない、親がいる間はいい
がどうしたらいいのか。
などなど切実な意件を聞かせていただきました。
●近鉄交渉 五位堂駅のエレベーターの設置について
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火

国の補助金削減が大きく影響しているのがわかりました
●生活相談・・・生活保護について
久間防衛大臣が辞任しました、当然です
●拡大県委員会総会
参議院選挙、みなとてもやる気満々です。楽しく元気にがんばりましょ
う

7/2

月

ナッチャンが鮎の塩焼きをおいしそうにかじるのでびっくりです、ヨー
グルトやプリンはお口に入れてもすぐ出してしまいます。
前歯がちょこっとでてきました。
●各派代表者会議
●議会運営委員会
議案に対する討論を日本共産党は発言通告に基づいて提出、議運
で議論に。自民党以外は、討論を認めてもいいという意見でしたが、
自民党は各委員会に参加しており討論の必要はないと主張。
これまで長年、奈良県議会は４人以上の代表会派しか討論が認め
られないというルールでした。そのため日本共産党はこの間３人でし
たので、意見表明が出来ず、せめて委員会に入っていないところに出
た議案については本会議で意見が言えるようにと改善を求め続けて
きました。
それが実って反対討論が出来るようになりましたが、今度はそれを
逆手にとって、すべての委員会に所属しているからだめというのは納
得できません。
委員会規則では、１、２人以上の会派の代表によって行う
２、所属の常任委員会以外の討論を行う。３,１,２、にかかわらず討論
の申し入れがあったときには、議会運営委員会で協議の上、できると

玉子焼きこんにゃく人
参南瓜インゲンの煮
物、櫛勝、ポテトサラ
ダさくらんぼ、梅干、ご
ま塩

にら卵、豚肉のヘレス
テーキ、たまねぎとに
らの炒め物わかめと
きゅうりの酢の物イン
ゲンの胡麻和え、ちり
めん山椒梅干しそふ
りかけ、さくらんぼ

なっており、それでも５分間ということです。
議運の委員長にこの件はあづけることになりました。
また意見書については全会一致を原則としていますが、共産党が
反対してもそれを無理やり押し通すことになり、起立採決を求めまし
た。
これについてもいつも結論がでず、どこがきめるかもあいまいなまま
担っています。今日の議論では意見書調整委員会で図ってもらうこと
が確認されました。
●本会議最終日
●議員団会議
●国保問題学習会

日本共産党中央委員会の政策責任者に来てい
ただきました、とても有意義な学習会となりました。
●５時３０分から３丁目のビラまき

7/1

日

散歩の人にばったり、早くからがんばっているんですねと声をかけ
られました。
●今井農園にハルちゃんとなすびの収穫に
大きなナスが３つ取れました。さくらんぼの種を大事に握り締めて
ナスの横に埋めていました。
●新聞の集金 日刊赤旗が増えました。
久間防衛庁長官の原爆は仕方なかった発言に怒り心頭
社会保険庁の民営化、年金と話は付きません。
●上牧町議会報告会、
平群の道の駅は生花が新鮮で安く変えます,ガクアジサイを買いま
した。生駒の中野議員と学童保育の問題で関係者の方からお話を
伺いました。
子育て世代の親は大変疲れています。

玉子焼きすきやき春
雨サラダ、うまいなと
あげの煮物
梅干、昆布
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