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8/03 火

●初盆の準備
●県庁へ　２０億円の問題で、県側の代理人と組合側の代理人が県の職員であり、利害が対立する立場のも
のがいずれも双方の代理になるのは問題がないのかと先の私の代表質問に対して知事が調査を約束した問
題のその後について確認しました。県が弁護士に聞いたところ同じ人物に委任したら問題だが県と組合側が
それぞれ違うものに委任しているので問題はない。問題があれば公正証書は公正役場で受け付けない、との
ことでした。
　２０億は貸し付けそのものに問題があったのではないかと最初に監査請求が行われましたがそこは時効で
受付されませんでした、そのため貸し付けたのに返済請求を怠ったとして監査請求から裁判につながってきま
した。１９年に県がやっと連帯保証人に請求を行いその一人が印鑑を偽造されて保証人にされた自分は保証
人になった覚えはないと裁判が起きましたが結果は実印が使われたことで敗訴しています。

●党創立８８周年記念講演をみました
　志位委員長は全国の声を受けて良く分析し、この間いろいろな方々から聞いた声を受け止めていました
日本共産党の綱領こそ未来を指し示す展望であり政治をもっとダイナミックに語る必要を感じました。

8/02 月

●奈良県都市計画審議会の線引きについて説明を受けました。明日から公示されることになります。７年ぶり
の見直しになります。いろいろな意見を出していただきたいと思います。
●三重県議会が主催した第６回全国自治体議会改革推進シンポジウムが大阪国際交流センターで開かれ参
加しました。地域主権改革の動向として元ニセコ町長の逢坂誠二氏（内閣総理大臣補佐官）の講演と
議会内閣制、地域主権かにおける議会の役割で橋本大阪府知事、増田寛也前岩手県知事、三谷哲央三重
県議会議長のパネリストによる討論会でした。地方主権とう言葉は一人歩きをして本来国が行うべき最低補
償ラインなどはずして予算削減でひも付き財政といわれてきた補助金制度も丸投げに国民主権と地方自治が
憲法に定められたことです。よくみておかないと気が付いたら大変なことになってしまうのではないかと思いま
した。

8/01 日

●わたぼうし音楽祭に参加しました
次女夫婦がたんぽぽの家のボランティアで知り合ったこともあり、都合がつく限り参加させてもらっています。
今年で３５周年、奈良から発信された障害のあるひとの詩に曲をつけて発表するこの音楽の祭典は、一つ一
つの曲にドラマがこめられていて感動します。アジアの国際わたぼうし音楽祭など世界との交流も広がってい
ます
こころに障害を持ったお母さんが年頃に成長してくれた娘さんに対してその思いを歌にした、こんな母でいい
ですか、あなたが元気をくれたから育てられたというメッセージはジンときました。
●生活相談
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7/31 土

●新聞の集金、女性の広場が増えました。
●挨拶と新聞のお勧め、八尾議員と廻って１部ふえました。
●河合町南口議員、と支部の人とあいさつ回り。さまざまな要望を聞かせていただきました。新聞２部拡大。
●農家の人はこの先いつまで仕事が出来るか心配。農機具を入れたら中古でも高い。田んぼが道路でかか
るということだがはっきりしない。アライグマが出てスイカにもつめの跡が残っていた。防護の柵やあみがひつ
ようになってきた。選挙では、知り合いが菅さんは苦労人だから世の中をよくしてくれるといったが消費税１
０％と聞いてこれはいかんと思った。
●暑い日に演説しているときジュースを出していただいたところに御礼に行って新聞を取ってもらいました。以
前読者でしたが、おくで寝ていて集金にこられるとそこまで出て行くのがかなわんというのが断った理由でし
た。振込みにすることで再購読となりました。

7/30 金

●厚生委員会
●野外活動センター問題、県立病院の３６協定問題、生活保護の夏季加算の問題を取り上げました。
野外活動センターについて県は老朽化が激しく宿泊等や体育館を廃止してテントやロッジなどの整備の方向
で検討していますが、団体で利用するには宿泊等など中心施設があって安心して利用できているためせかっ
くお金を掛けても中途半端で使いにくい施設で利用が減るのではないか。奈良県の子どもたちの野外活動の
場がなくなってしまう。曽爾高原も宿泊は満杯でキャンプ場は空きがアル。急な雨などで管理宿泊等や風呂な
どは必要。現在は障害のある子どもさんなど使いにくいが義務教育課程の学習指導用以降に野外活動や宿
泊訓練が今後更に重要とされているため障害のある子どもさんでも安心して野外活動が出来る条件整備を
することは県の責任ではないのか。食事については会社が撤退後考えていないということだが以前は人を雇
って食事を提供していたやる気になれば出来ることなど意見を述べて質問しました。
　県は存続を求める署名だが廃止と入っていない存続するといっている。自然とは雨が降ることも教えるのも
大事などと答弁。大勢の子どもを連れて行くについては雨が降りましたので風邪を引きましたではすまない問
題がある。避難場所も、ぬれた体を温める風呂もあってこそ連れて行くことが出来る。県立のプールをつぶし
て今ない状態が続いているが野外活動センターは教育施設でありどこも受け容れもなくただ老朽化している
からつぶすというようなことにならないようにすべきと意見を述べました。
　森林教育など優れたプログラムを持ち障害者でも利用できるような野外活動センターを県産材を使って整備
することは奈良県の財産に出来ると思います。一年を通して活用できれば利用もふえ、投資をしてもその効果
はあるのではないでしょうか。
●県立なら病院と五条病院が時間が週４０時間１日８時間以上労働させる場合に３６協定を結んでいなけれ
ばならないのに協定のないまま長時間労働をさせたとして県が告訴されていた問題を質問。県の対応につい
ての考えを聞きました。県はまずお詫びを申し上げますと陳謝。そして奈良病院と三室病院についてはすでに
締結。五条病院については今結ぶ方向で協議をしていることを明らかにしました。人手を増やして風通しの良
い職場になるようにしていきたいと答弁。
●県内視察、ネーミングライツで名前が佐藤薬品スタジアムに変わった橿原運動公苑を視察。その後黒滝村
の国保診療所を視察しました。黒字経営で自治医大の医師が頑張っています又それを３４年間個々で働いて
いる看護師で事務長をしているかたが村民の健康を２４時間受けているような活動をされているということで
議員の中から表彰もんやとのこえがでました。
●私も初めて努めた診療所で医師がころころ代わっても患者さんは皆婦長さんを頼りに来ていたことを思い出
しました。
●コーラスの練習

7/29 木

●桜井の吉田議員と中和幹線の開通に伴って金屋のウッディタウン周辺の道路で交通事故が多発して危険
ということで現地視察、騒音、振動電波障害もあるとのこと、桜井土木の所長に申し入れを行いました。
当初交通標識が橿原方面が下に下りる道路のほうについていたため中和幹線を使っていた人が一旦下車と
ころが又同じ道路に戻るということで急に交通量が増えた原因がありその点は改善したとのこと、カーブミラー
やしんごうなども現地を良く見て検討したい。電波障害は個別に対応しているとのことでした。
●今井事務所にて会議
●生活相談

7/28 水
 



●五位堂駅前早朝宣伝
●自治体部会、野外活動センターの継続を求める会より要望　１６０００人の署名を提出されました
●議会基本条例検討委員会

7/27 火

●事務所の片付け、
●生活相談、生活保護について、公団住宅のペット問題でホームページを見た人から問い合わせを頂きまし
た
河合町あいさつ回り、選挙のお礼と赤旗のお勧め。新聞は増えませんでしたがスイカを頂きました。共産党に
対する意見を聞かせていただきました。民主に変わったことはいいことだと思う。すぐに答えを出すのは無理。
難しいことはわからないが必ず選挙にはいく。家族の生活を守る政治を望んでいる。共産党の意見は極端な
気がする、ずっと応援してきた。組合活動をしていたので良く知っている。頑張って欲しい、子ども手当ては要
らない。道路の無料化も反対。もっと年寄りが心配なく暮らせる福祉施設を作ってほしい、テレビで国民が思っ
ていることにうまく応えられないももどかしさをかんじた。いいことを言っていても皆に聞いてもらえるように言
わないと伝わらない、共産党に頑張って欲しい。このままでは日本がつぶれる。グアムに行ったらうっている
のはメイドインチャイナばかり。日本のウーロン茶が高かった。国民がみすてらえる。雇用の安定で暮らしをよ
くしてほしい。
●農作物のアライグマの被害が大変だとのことです。
●河合診療所友の会役員会。

7/26 月
 

●自治体部会議員研修会のうちあわせ
第４回紀伊半島３県議員研修会が春日野荘で開かれ参加させていただきました。観光、森林林業、道路、の
３テーマで意見交換。最初は意見がなかなかでてこなかったのですがだんだん活発になりそれぞれの共通課
題やこれまで知らなかったこと、津は江戸時代紀州藩になっていたことなど新たな発見もありました。私も林
業、観光問題で意見を述べました。最後には共通する課題で国に要請をしていこうということが確認されまし
た
●私は広島の庄内町の集中豪雨で周辺の山がそれぞれ山崩れを起こして高齢の女性の家を押しつぶした問
題は他人事ではなく、管理できない山をどう国土の保全と合わせて守っていくのか、だれがお金を出すのか真
剣な議論が必要ではないか。輸入木材がだんだん環境やコスト問題で国産材の時代が来るが、急峻な山の
紀伊半島ではコスト高で産地間競争に勝てない、と問題提起。和歌山からは道路が良くなった日帰り客が増
えた。平城線と１３００年も中高年が多い。若者をどう呼ぶか、和歌山大学には観光学科がある。大学の意見
なども参考にすべき、健康を目玉に観光客をひきつけられないか、高齢者や、障害のあるひとでも利用しやす
い施設やベッド、食事の内容の工夫。子供づれに対するきめ細かなサービス。中国の富裕層にきてもらう方
策、などなどいろいろな意見が聞けて有意義な会議でした。
●生活保護の問題で相談がありました。
●広陵民報の原稿

7/25 日

●非核の政府の原稿の写真を送りました
●葬儀に参列。少し早かったためご家族の方にお話を伺ったり最後のお別れをさせていただくことが出来まし
た。県の職員で、福祉分野を担当されていたのでいろいろお世話になった方です。一生懸命が伝わってくる人
でした。２年ほど前から療養されておられたとのこと。５０歳とはあまりにも早すぎます。心からご冥福をお祈り
いたします。
●新車が届きました。ボタンを押すとエンジンがかかるというものでキーを力いっぱい回していた私には少し頼
りないのですがそのうちに慣れるでしょう。カーナビもつけてもらいました。
●久しぶりに孫たちと一緒に餃子を作りました。皆、材料を混ぜたり、餃子の皮で包んだり大好きです。出来上
がりをみると誰が作ったものかすぐわかります。中味がちょっとでほとんど皮というちなつちゃんの餃子は焼く
と皮がぱりぱりしてなかなかのものです。ハル君のぎょうざは恐竜っぽくしっぽがあったりしてユニークです。
お客さんも来てにぎやかな食卓を囲みました。
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7/24 土

●久しぶりにコーラスの練習に行ってきました。母さんの手のひらの歌は全く初めて。来月にはならの歌祭りで
発表です。何とか皆と一緒に謡えるようになりました。覚えるのはまだまだです。大きな声を出すのは健康に
もストレス解消にも最適です。
●注文していた車が入ったというので、私の車の宣伝機材を移してもらうためクルマやさんに行ってきました
ずいぶんお世話になった愛車です。移設が出来次第届けてくれるそうです。
●県委員会総会

7/23 金

●王寺駅前幡野議員と早朝宣伝　久しぶりに今井光子の旗がお目見えです。わざわざ自転車で戻ってきて合
図してくれる人がいました。
●享介ちゃんのお宮参り、もう２ヶ月が過ぎてしまいましたが無事に大きくなりますようにと祈祷してもらいまし
た。
●県の文化会館でうつ病による自殺で遺族をなくした５０人の遺族による「私の中で今、いきているあなた」パ
ネル展が開かれており見に行ってきました。小児科の勤務医をされていた中原利郎医師は激務の中でうつ病
になり妻と病院に辞表を出す約束をした日に自殺しました。裁判で最高裁で和解が成立。労災が認められま
した。という異例の勧告が出ました。医師の過労軽減が国民の健康に不可欠ということです。お父さんから医
師にだけにはなるなといわれた長女の中原のりこさんは医師になって活躍されています。静かな展覧会です
が発信しているメッセージは今の社会に痛烈な問題提起をしていました、。２５日までやっています。一人でも
たくさんにかたがたにみていただきたいと思いました。
●野外活動センターの問題でレクチャーを受けました
●アスベスト問題、３年間の調査がおわり、今年から５年間掛けての再調査が始まるということです。
●河合町高塚台の西名阪の横の道路の開通で大型車がスピードを出して走り周辺の住民から、夜寝られな
い、振動があるなどの苦情がでていた問題で速度規制などを申し入れていましたが、６０キロから５０キロに
速度を落とすように今すすめているとのことでした。
●拡大中南地区委員会総会

7/22 木

●広陵町、河合町で宣伝６箇所。
河合で南口議員と宣伝をしていたら、前の家の方からジュースの差し入れを頂きました。それはそれはおいし
かったこと。生き返りました。
●近畿６府県議員フォーラムのアンケート
●八尾議員と訪問１０件、選挙結果に関していろいろな後意見を伺いました。消費税については無駄を削って
必要なら上げてもしかたにと思う。子供たちのことを考えると年金の金額を聞いただけで収める気もしなくな
る。今の高齢者のほうがまだまし。消費税なら高齢者でも少しは負担が出来る。国がつぶれたらもともこもなく
なる。今回の選挙は目先のことだけでこの国をどうするかというビジョンが見えてこない。高齢者は外出が困
難、五位堂駅に往復だけで４００円もかかる。近鉄を入れたらもっとかかる。何とかして欲しい。大型ごみスプ
リングのマットレスつぶすのが大変。お金を出してもいいから町で引き取って欲しい。みんなの党は一時のブ
ームだけいずれ正体がばれる。お話しするとさまざまな意見を聞かせていただくことが出来ました、日曜版１
部。
●非核の政府の原稿

7/21 水

●五位堂駅前早朝宣伝　八尾議員と行いました。
●午前の予定がキャンセルになって、気になっていた子宮ガン検診の結果を聞きに行ってきました。大丈夫で
した。
●奈良県年金者組合の第２１回定期大会に参加。暑さで融けてしまいそうな日で１時からの大会。高齢者の
方が本当に集るのかと思っていましたが、さすがです。きちんと成立していました。参議院選挙のお礼と連帯
の挨拶をさせていただきました。和服姿のとてもきれいな方が来賓でこられていました、前進座の妻倉和子さ
んという女優さんでした。帰りに車で遅らせていただいてとても気さくな方ですっかりファンになりました
幡野議員と王寺町の赤旗読者の訪問１９件、留守もありましたがこんなに暑いときに良く頑張っていて頭が下
がります、とか、いつも応援しています。など励まされました。
●葛城北民主商工会収支内訳書の抗議集会に参加しました。９年連続で送られてきています。

7/20 火 ●南口議員と訪問。参議院選挙で共産党が選挙区では１２年ぶりに供託金を没収されずに頑張ったことを伝
え比例の後退と議席を減らしたことなどで有権者の方の御意見を聞きました。共産党のイメージが北朝鮮や、



中国などと一緒にされてしまうところがあり日本共産党はそうではないということが、十分に国民に伝わってい
ない。しかしそのようなイメージを持っているのは５０歳以上の人たちで若い人は余り思っていない。他の党は
良くも悪くも党内にいろいろな意見があって国民にわかるが共産党は同じ。党首の選び方も公開してわかりや
すくしたほうがいい、などなど言っていただき、今回は初めて共産党の支持を広げていただいたとのことでお
願いしてくれた方に電話でご挨拶させていただきました。赤旗を読んでくれることになりました。生活相談をし
た人はいつもお世話になっているから頑張ってと励まされました。
●王寺の幡野議員と訪問。公共事業を減らせというと自分たちの仕事がなくなる。共産党を応援しているのに
矛盾を感じる。よくやってくれているのに頭が下がる思い。応援するものがもっと頑張らなくてはいけない。戦
争で父と兄を亡くした、憲法はしっかり守って欲しい。小池晃さんが落選したのは残念。若者と高齢者の２つの
署名は皆さん快く書いてくれました。
●生活相談２件、生活保護の打ち切りで不服申請をしたい。６０歳になったら保護費が減って、この暑さで家の
温度が３７度を超えている、クーラーの電気代も出ない。

7/19 月

●今年１番の猛暑。夏風邪気味でダウン。１日中、ねてねてねてこんなに寝られるかと思うくらい寝ていまし
た。
●恐竜絶滅後哺乳類がなぜ地球を支配したのか、NHKが特集番組をやっていてハル君と一緒にみたのです
がこちらが興味津津で特別な特徴がないことが自由に姿を変えて生き残れたということです。また他の生き物
に比べて胎盤の中で成長するため脳が発達したことも大きな特徴です。

7/18 日

●テレビを見ていたら京都の老舗の和傘屋さんが美しい骨組みを残して照明の傘にかえて成功していること
が紹介されていました。老舗のベンチャー。これって共産党に参考にならないかなととても興味を持ちました。
和傘はいいものでも、今の時代に合わず年商も１００万円まで落ち込んでいました。それを全く別の分野のデ
ザイナーなどの意見を聞いて美しい骨組みやたためるという利点を生かしヨーロッパの国際見本市に出して
注目され、今では世界各国から注文が来ています。今夏の選挙では傘の色をかえて目先の選挙がされたよう
な気がします。美しい骨をもっと見てもらうことが出来れば他党との違いが引き立ったのかな。いろいろな方々
のご意見を伺って頑張ります。
●今井家のお墓参りに行ってきました。
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7/17 土

●半年に１度の甲状腺の検査のため神戸の隈病院に行ってきました。少し大きくなっているようですが、これく
らいならとまた半年先に来てくださいとのことでした。最初に行ったときは、結果が悪かったらどうしようかと心
配でしたが、私が心配したところでいいときはいいし悪いときは悪いし、それならそこまでわざわざ行くならつ
でに旅行気分でと開き直って、淡路島まで足を伸ばしてきました。
●梅雨が明けて夏日で晴天、たくさんの人手が出ていました。

7/16 金

●繊維靴下問題の学習会
●太田あつしさんとお世話になったところにあいさつ回り
●ビラの仕分け
●王寺民報原稿

7/15 木

●北葛城郡ブロック会議
●河合町市場集会場にて、天理王寺線の道路に伴う水付き問題で地元、高田土木，県河川課道路建設かが
集って協議、県の説明では地元の納得が得られず宿題を持ってお盆過ぎに再協議
●今日で日本共産党が８８年になりました。

7/14 水

●朝から大雨、昨日車が動かなくなり、県庁に置きっぱなしのため、修理やさんと一緒に県庁に
バッテリーを替えていただきすぐ直りました。車がないととても不便です
●議会基本条例検討委員会、土木部の説明を受けました
奈良県野外活動センターを視察。雨が心配でしたが何とか行くことが出来ました。年間４万人が利用、半分が
学校関係の利用です。奈良県の学校の野外活動の３分の１がここを利用。３分の１は国立曽爾高原の青少
年センター。３分の１は海などを利用しているそうです。建物は昭和４４年に建設され当時としてはとてもユニ
ークなモダンな建物でしたが老朽化が激しく,、奈良県は民営化や廃止を検討。宮本議員が６月議会で取り上
げました。知事は宿泊施設やレストランなどは要らない野外活動の意味がないと力説していました。現場の利
用を聞くと小学５年生の利用が多いそうですが季節的に時期が限られいくつかのグループが一緒になること
もしばしば、最近の子どもたちはバスの車酔いなどが結構あるため、まず到着したら、トイレに行って荷物を降
ろして全員に説明、テントやバンガローは山に分散されているためそこまで班毎に行かせてトイレではまにあ
わないそうです。
●お昼は家からのお弁当、夕食の用意は子どもたちで行います。夜はキャンプファヤー朝と、昼は食堂を利用
してその間に森林教育など、実際に木をきって、体験学習、ここしかないプログラムで貴重な体験をしていま
す
体の調子が悪くなったり、大雨が降ってきてテントでは困難なときなど、一定規模の人数が使える宿泊施設は
必要です。孫３人を一度に見るのも大変ですが、先生が子どもたちを親御さんから預かって一晩無事に過ご
せるようにするには大変な努力と気遣いがいります。少人数なら、テントやバンガローで分散してもひとつの
塊に収まれば把握できますがあちこちに分かれていてはとてもつかみきれません。それを考えると宿泊施設
は必要です、かけがえのない未来への投資。仮に１０億か買っても今後４０年何年間３万人の利用でも一人
当たり８００円ちょっと、子どもたちの思い出や森のこといろいろな貴重な体験で子どもたちに満足して盛られ
たら未来への投資です。内容を充実して通年を通じてさまざまに利用してもらえれば県の財産にもなります。

7/13 火

●各派代表者会議、自民党未来が出来たため、議席や委員会の割り振り、部屋など確認しました。
●議員団会議、議会基本条例検討委員会の意見について
●生活相談２件、身体障害者の診断書を書いてもらった。どうなるのかとのこと。５月のご主人が頭痛を訴え
救急車で運ばれて、様子を見るように言われて、翌日眼科に行ったらもう手術が出来ないと眼が片方失明し
た。診断書を書いてもらったが。これがあったらどうなるのかとのこと
身体障害者手帳の申請をして、県の審査会で認められるとはじめて手帳が支給される。そこでどのようなこと
が利用できるか聞いたらいいとアドバイス
●ボーナスから年金の保険料をとられたのに支給月に換算されていないとのこと、会社の間違いではないか
とのこと、自公政権のころに年間の総収入に対して保険料が決まるようになりボーナスから保険料が徴収さ
れるようになったことを伝えました
●帰りに車が動かなくなりいろいろな方にお世話になりました

7/12 月

●共産党が比例で３議席になりました。小池晃さんが落選したのはほんとうに残念です。太田敦候補は大健
闘で１２年ぶりに供託金没収にならずに済みました、太田さんと応援していただいたところにご挨拶。土庫病
院では患者さんが、知った人に雨が降っても槍が降っても投票に行ってやと頼んできたのに残念。まだ若い
から頑張って。王寺駅ではタクシーの運転手さんがわざわざ駆け寄ってくれて応援していたからこれからも頑
張ってと各地で大他候補の人柄にたくさんの人が応援してくれていたことを実感しました。それにしてもずーっ
と地元で頑張り続けている共産党に票が行かず、みんなの党は１１議席、根っこがない党がなぜ票が行くの
かそこをヨーク分析すべきだと思います。太田さんと奈良まで宣伝カーでデートしました。おちた選挙は任せて
おいてとちょっと先輩面をして公約実現に頑張りますとご挨拶。
●またまた与野党が逆転、しばらく混乱が続くでしょう。出てくる政策が本当に国民のためになるのかならない
のか見極めをつけて是々非々で望みます。
●久しぶりに県庁に。馬見公園の五差路の交差点が北側の道路から公園に渡る歩道がなく、スクランブル信
号など要望していましたが、調査して改善の方向で進めてくれるとの返事を県警より頂きました。以前から何
度も言ってきたことですがなかなか実現できませんでした。
●県立なら病院の労働条件の改善問題
●林業問題の意見を聞く超党派の取り組みについて先に各派で提起したところ賛同を得られましたので森林
組合に協力のお願いをさせていただきました
●労働問題で奈労連に相談。
愛知のアパレルメーカーに店長として働いていた人が労働がきつく、保険にも未加入であったことがわかり退
職して奈良に帰ってくるとのこと、現在いるところでとりあえず労働相談をしたほうがいいと紹介されました。相
談番号は全国どこでもフリーダイヤルで０１２０－３７８－０６０です。



7/11 日 ●北葛城郡少年野球大会開会式に参加。開会式の途中から雨がぽつぽつ。心配していたら本降りになって
せっかくの大会が大変でした。
●投票日、やることを尽くして天命を待つ気分です。みっちゃんの宅急便のニュースが出来ました。各支部に
配布のお願いをしました。
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7/10 土

●いよいよ最終日、８時から比例宣伝カーに乗り込み宣伝、予定どおりなら３２箇所でスポット演説でしたが広
陵町だけで１１箇所、上牧、河合、王寺と夜８時まで頑張りました。体力が持たないかと心配でしたが、意外に
元気です、これを毎日こなす候補者は大変です。
●昼食のソーメンのおいしかったこと。　皆頑張っています。

7/9 金

●広陵支部結集会議
山田議員のお宅で小集会。ヤンママさんが３人、子どもが３人、ご主人の仕事が長時間で課長になったら残
業代金が出なくなってしまい大変。消費税を上げたら個人商店がやっていけない、料金を上げたらお客さんが
やすいところに行ってしまうし仕事が出来なくなってしまう。イズミヤのゲームセンターが出来子どもと買い物
に行ったら、子どもの友達がいて、「お前後輩やろ、かねかせ」といってきたが、わたしがいたので「そんなんあ
かん」といったが、ひとりだったら貸していたかもしれない。などなど、若いお母さんがいろいろな心配をいなが
ら子育てしていることが良くわかりました。
●エコール真美でマニュフェスト宣伝。土庫病院から昨日電話かかってきました。もうお宅に入れてきました
よ、など向こうから声をかけていただきました。電話で知り合いにお願い。ズーと前に相談にのった下北山の
方は、もう入れてきましたとの返事。皆さん暖かい反応でこちらも元気が出ます。
●チナッチャンの４歳のお誕生日。チョコレートケーキでお祝いしました。いつも絵本を広げて勝手に曲を作っ
てピアノを弾いているので、音符のついている楽譜をプレゼントしました。

7/8 木

●広陵町支部結集会議
農業政策の赤旗号外を広陵町の農協や関係のところに届けて参考にしていただくようにと渡してきました。以
前は自民党のポスターが貼ってあったところですが今はなし。日米FТAが実施されたらアメリカから輸入が出
来ていない分野はあとお米くらいです。日本農業が壊滅的に打撃を受けます。
●天理で比例カーの弁士。この夏１番の暑さ、しかも一番あつい２時からの宣伝。暑さついでにあつく燃えて
頑張りましょうと、覚悟が決まればあとは実行あるのみです。荻原文明天理司会議員と宣伝。結構聞いてくれ
ました。駆け寄って握手に行くと。○○さんから聞いています。とうれしい返事。話しているうちに気が付くと聞
いてくれていたり出てきてくれたり、聴衆がいると頑張れてしまいます。消費税止めさせてやと声をかけてくれ
る人。
●最後は時計と睨めっこ、７時５９分までイオンの前で訴え、アナウンサーの人が最後の締めをしてくれて終わ
りました。

7/7 水

●五位堂駅前早朝宣伝、候補者がはいるためのぼりやプラスターを持って駅に行くと、民主も自民も一緒でし
た。香芝と広陵の後援会員さんが応援に来てくれて、人数で圧倒して、他の陣営は途中で帰ってしまいまし
た。
●広陵支部結集会議電話賭け
、頑張ってくださいね。あついから大変ですけど応援しています、中にはお客さんですのでと切られるところも
ありますが多くは好意的でした。
●香芝の演説会のこえかけ。二上文化センターは自民党も一緒です。向こうは大ホールこちらは集会室です
がそれでも多くの方に来ていただこうと電話でお願いしました。演説会はほぼ満席、佐藤弁護士も比例定数
削減問題は大変な問題だと訴えられました。候補者も熱弁。私は最後にお話させていただきました。
●この１０年間の日本の経済が国民をいかに貧困にさせてきたのか、大企業言いなりアメリカ言いなりの政治
を替えないと政治を前に進めることは出来ない。他党が日米同盟を基軸としてなど皆言っているが、それが防
衛でも経済でも以下に国民を苦しめて世界の平和を脅かしているのかなどお話させていただきました。消費
税増税でこれ以上暮らしを脅かし経済を縮小させるのか、軍事費や大企業にメスを入れて国民の暮らし優先
で個人消費を伸ばして経済を活性化するのかと訴えました。出口でお見送りをさせていただくと、良くわかりま
した。といっていただけてうれしい限りです。終わって下に下りたら自民党の集会は終了して解散された後でし
た。
●今日は七夕、我が家の孫はプリキュアピーチになりたい、１年生のまごは絵がうまくなりますようにと書いて
いました。

7/6 火 
 

●大和小泉駅に7時50分集合、駅に降りると民主党の候補者が宣伝していました。
挨拶をしたら、マニュフェストをもらいました。比例カーに乗り、大和郡山市内を宣伝。車の上から演説してい
た
ら、法人税を引き下げないとえらいことになると車に向って大声で叫んだ行った人がいました。私はギリシャが
財
政破綻したのは消費税を上げて法人税を引き下げたからですというと、どこかに行かれてしまいました。
●消費税問題が浸透し始めてきているようです。街の雰囲気が暖かくなってきました。
生駒まで乗車。中野議員とバトンタッチ
●御所の中垣議員の地元で演説会。30人も来て下さいました。帰り際に、お母さんから１５００万円ももらって
い
て知らないなんておかしいわ、子どものころ、仏壇の引き出しの１銭玉であめを買ったらそれだけでえらくしか
ら
れたという話を聞かせていただきました。曲がったことが嫌いだからズーと応援しているよ。とのこと。
うれしい限りです。

7/5 月 
 

●王寺駅前早朝宣伝　朝8時までは拡声器が使えず候補者と一緒に肉声で訴えました。

●候補者が食事中　宣伝カーに乗って2箇所宣伝。通学時間で学生さんが良く聞いてくれて手を振ってくれま
す。

消費税10％反対の新しい公営掲示板のポスターがいっせいに張り替えられました。みんなの思いと一致する
と
物事が速く進みます。

・・・・・

障害の子どもさんの子育てについて、関係機関などを紹介させていただきました。

一人で悩まずいろいろな人の知恵や力を借りていくことが大事です。

●昨日の赤旗を持って河合町の田中さんにお礼を言いながら渡しにいってきました。

●途中で知り合いの方に状況はどうですかと聞かれ説明、候補者の奥さんが河合の大輪田の人ですという
と。
そりゃ、大変だと。



●広陵町の演説会、グリーンパレスの5階の大ホールで心配していましたが、大勢来てくれました。行けないと
いわれていた人の顔を見つけました。久しぶりにお会いした方や、初めてお目にかかる人など広がりを感じま
し
た。

候補者も慢心の力を込めた訴え。必死の思いが伝わります。私も一生懸命訴えました。

　出口で皆さんと握手。カンパもたくさん寄せていただき、何かを感じ取っていただけたことが伝わりますまし
た。

7/4 日 
 

ラストサンデー
●広陵町支部結集会議
●演説会のお誘いの電話賭け

●昼から、上牧、広陵に候補者カーが来て一緒に廻りました
消費税が福祉のためでも、財政再建のためでもなく法人税減税の穴埋めであることが徐々に浸透。雰囲気が
変
わってきました。

　候補者も日焼けして、頑張っています。手を振ってこれる人がいると候補者自らマイクを持って有難うござい
ま
すとお礼。勝とうという気迫が伝わってきます。
　河合町の元議員の田中亮一議員が今度は共産党ということでインタビューに答えていただいた記事が赤旗
日
刊新聞に載りました。頑張らなくてはの思いと、勇気を持ってインタビューに答えていただけたことに感謝でい
っ
ぱいです。
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7/3 土 
 

雨の１日でした。
●広陵支部会議に参加、
●河合町、上牧町、王寺町の合同演説会で、知り合いに電話を掛けて参加をお願いしました。
●エコール真美でプラスター宣伝。１０人が消費税増税ノーのプラスターをクビからぶら下げて宣伝。ビラの受
け
取りがとてもいいです。若い青年３人が消費税するって言ってるのか、しないといっているのかと聞いてきまし
た。するなと反対しているよというとそれなら頑張れとこぶしを振り上げて声援を送ってくれました。

●王寺町　泉の広場で演説会、会場満席の参加者でした。
候補者が３会場掛け持ちで、最初に訴え、元気いっぱいで大きな拍手を浴びました。
３人の参加者から、共産党応援の訴え、夫が認知症になりデイサービスに通っている。効果があるが、費用
の
点で回数制限しないといけない。
　
　これまで民主党を応援していた息子が今回は共産党しかないと言っていた。
年金がどんどん削られる、住民税まで天引きの通知が来た、娘がリストラで職業訓練に通っているなどそれ
ぞれ
の立場から応援のメッセージ

　私も訴えさせていただきました。前のほうに座っていた女性が、３大メガバンクが１０－年間１円も税金を払っ
て
いませんというと、へー。と相槌。日産のゴーン社長は昨年の給与が８億９千万円ですというと、またへー。と
相
槌。会場と一つになった演説会でした。
　ギリシャが破綻したのは法人税を下げて消費税を上げたから。菅さんは同じことをしようとしている。これは
アカ
ン。もうけすぎを国民に還元させる。雇用のルールを守るなど暮らし応援ではじめて経済が循環して景気回復
に
なる。民主の比例定数削減は８０議席では５６億円の削減。政党所英金をやめたら３２０億が削減できる、ま
た
少数政党は議席が取れなくなり国会では９５％が消費税増税、改憲勢力でしめられ、国民の声が届かなくな
っ
てしまう。

　出口で青年が、ゴーン社長が８億９千万円ももらっていることを日産の派遣労働者が聞いたらどんな気がす
る
でしょう、と声をかけてくれました。お友達に知らせてくださいとお願いして握手。別の参加者は、２７歳の息子
が
愛知のアパレル会社に行っていたがやめて帰ってくる。
会社では保険も入っていなかった、店長だといって長時間残業が当たり前に行われていた。本当にひどい。こ
の
ことを聞いて欲しかったと言ってくれました。政治の責任は重大です。

7/2 金 
 

●広陵支部結集会議　日に日に担い手が増えてきました。
●講演会ニュースの届け、ニュース会員さんが増えました。
　今の政治はひどい、共産党さん本当に頑張ってください。　消費税が上がったら今でも何も買えないのにど
うな
ってしまうのか、演説会も行ってみようか考えて見ます。どこになっても一緒、白紙で投票しようかと思ってい
ま
す。
いろいろな思いがリアルに伝わってきます。
皆迷っています、今こそチャンス。
　
　障害者の移動支援問題で自治体ごとに負担が違う話を聞きました。認定の仕方もかなり違っているようで
す。
トイレ介助に２人の介助を認めているところ。もっと重度で大変なのに１人しか認めてもらえないところ。特別
支援
学校のスクールバスまで送迎する親が大変なときは介助を認めてもらえないそうです。
　通学通勤など生活に欠かせないことは介助対象にならないという変な理由です。
自立支援法は廃止してそれぞれの実態に見合う介護が受けられるように改善が早急に必要です。政党助成
金
320億円があれば自立支援法の障害者の負担を０（ゼロ）にすることが可能です。

7/1 木 
 

・・・・・
戸籍が知らない間に替えられていたことがわかったとのこと、原因をしっかり調査する必要があります。
電話にかじりついて支援のお願いをしました。
演説会のお誘いも
車にも乗らず演説会もないという珍しい日でした。
議会と自治体の原稿
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