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●上牧支部長と挨拶赤旗のお勧め
●書類の整理

日曜版が２部増えました。

10/31 日
●明日の学習会の準備
●新聞の集金と、学習会のお誘い

ページトップへ
●小学校のバザーとお祭りに行ってきました。

10/30 土

１年生の孫と一緒に行って通学路、学童、教室など教えてもらいました。
台風で広陵町の文化祭の開会式が中止になりましたが、台風の影響もなく良かったです。
●北葛城郡、香芝母親大会 はなみずきでコーラス出演、練習に来ていなかったので歌詞を覚えるのが、大
変
でしたが何とか歌うことが出来ました。
●あすなら苑の理事長村城正氏の介護保険についての講演を聞きました。とてもよく全体像や問題点がつか
め
ました。
●桜井市市議会報告会に参加

10/29 金

吉田議員とともに県政報告をさせていただきました。
尖閣諸島問題と、中国のノーベル平和賞作家の問題について日本共産党の立場を話しました。終わってか
ら
あるご婦人が、私はお話を聞いたりしているので中国共産党と日本共産党は違うことを知っていますが、主
人は
同じ共産党だと思い込んでいますと声をかけてくれました。でも選挙は奥さんが勧めるので共産党に入れてく
れ
たそうです。
●王寺駅早朝宣伝幡野美智子議員と
●王寺町自治体キャラバン
●山田美津代議員と訪問、孤独死の学習会の案内を広陵町内の介護保険施施設に行いました。町の包括
支
援センターの担当の方も来ていただけるのことです
●広陵支部長とあいさつ回り 赤旗日曜版が増えました。
●友の会班会議、痴呆症について
●王寺町の民生委員さんを訪問して１１月１日のつながり支えあいの町づくり学習会の案内をしました。
金田議員、幡野議員と廻りました。４４人の民生委員さんがいますが、３７件訪問、留守もありましたが皆さ
ん
関心が高く、民生委員さんならではのご苦労を語ってくれました。
この夏は猛暑続きでご近所のお年寄りの顔が見えなくなると心配で何度も訪問されたことや、一人暮らしが
増
えてきてみんなにあんたに頼んでおくからねといわれている自分が先に行くような年齢になってきているのに
又、ある方は近所で新聞が溜まっていると言うことでいろいろな人が何かなっているのではないかと心配し
た
ら知らないうちに入院をしていた、何事もなくてよかったが、言い出した人が余分なことをしたのではないかと
落
ち込んだことがあった。

10/28 木

痴呆症の奥さんがご主人が亡くなったことに気付かずなくなって２日後に遠い親戚にご主人が動かなくなっ
た
と電話を入れて連絡が来て訪問したら亡くなっていたと言うケースがあった。
古い地域でここの生まれなのでみんな良く知っているからここではそういうことはないと思うが一人暮らしは
増
えてきた。
自分の担当しているところから孤独氏が起きるとその人のせいではないのに民生委員さんが落ち込むこと
が
ある。
訪問して門の扉を閉めようとしたら門が閉まっていると地域の人がなにか体でも悪いのではないかと心配
する
からいつも朝起きたらあけるようにしている。
また孤独死アンケートを地域包括などにお願いしていましたが、返事が返ってきています。
地域の地道な活動が支えあいの町を作っています
●支部長会議

10/27 水

10/26 火

八甲田山に初雪が積もり雪化粧していました
●青森県子ども自立センター未来を視察しました。
家庭に恵まれない子ども非行や暴力犯罪などの子どもたちを集団生活の中で生活週間や学力を身につけ
るこ
とで又もとの生活に戻っていく場所です。 子どもたちは礼儀正しくみんなこんにちはと挨拶してくれました
寮生活では寮母さんたちが親身に愛情をもって接していて、退所時の作文では、いつもお帰りといってくれ
た
など自分の事を気に掛けてもらったことに喜びとそれに応えられるよう退所してからも頑張りたいということが
書
かれていました。
採算や効率から言えば仕分け対象になりそうな場所ですが、とても大切なところだと思います。
奈良県でも精華学園が建て替えられますが、いい物にしたいと思います。 飛行機がフライトで傷に遅れて
到
着、無事帰ってこれてほっとしました。
６時ごろ自宅に着きました
●７時から北葛城郡選対会議、息つく暇もなくというところです。
●新青森県総合スポーツ公園
もともと旧の運動公園に野球場を作っていたときに三内丸山遺跡が発掘されたことで現在の新運動公園に
場
所が変更されたそうです。
指定管理者が平成１８年から導入され鹿内組と大阪組の共同対に指定管理が任され、多様です。建設に
関
わった土建業者が受けているというのは全国的にも珍しく、青森弁の説明を聞きました。

スタッフは５０人半部が堰雇用半分が非正規、県の職員も給料を減らし鹿内組みの給与体系にしたそうで
す。
利用は増えているようですが、指定管理は３年後との契約のためサービス向上とコスト削減と相反するもの
が
同時に求められることや、契約がほかになるとたちまち職を失うことになって姉妹大変なことも言われていま
し
た。
公立と違って決済が早く対応がすぐできるメリットがあるとのこと。
プール、バレーテニス、サッカー、野球、アスリートのためのスポーツ科学センターも設置されて筋力測定な
ど
の機械がすえつけられていました、宿泊施設は利用が少ないようですが、ねぶたのときなど市内のホテルが
い
っぱいでもスポーツを目的とする人にしか貸さないということや民間の企業の営業を脅かすような勧誘はする
なと
いわれているそうです。
奈良県が郡山の浄化センターのところに新たなスポーツ公園を作ることがあるので今回の視察に入ったよう
で
す。

五所川原のたちねぶたの館を見ました。たちねぶたを復活させそれを展示することで祭りのときだけではなく
年
中多くの人にそれを見てもらうことが出来ます。祭りのときは館が壁が大きく平井でねぶたを外に出すことが
でき
ます。ねぶたをかく絵師、それに関連する産業があります。
●津軽ペレット協同組合

入るととてもやわらかい暖かいペレットストーブが迎えてくれました。ちょうどあられが降って初雪の日となり
ま
した。出来て３年、今年は1500トンのペレットを生産1300トンが収支の分岐点とのことで何とか生産に乗って
き
たとのことでした。販売は10キロ450円、灯油に比べて２倍の量が必要です、ネックはストーブの値段が高い
こ
と、約30万円ほどかかるそうです。
それでもこれが暮らしの暖房になれば製材で廃る部分が全て有効活用されること。輸入に頼らずとも再生
可能
なエネルギーを生産できることなど計り知れないメリットがあると感じました。是非、奈良県で具体化をしたい
も
のだと思います。
●太宰治の生家、斜陽館を見学、当時地元の資産家であり、政治家だった父親が立てた家のこと、敷地内に

銀
行や警察まで作ってしまっていたのは驚きです。

●厚生委員会県外視察

青森県六ヶ所村の蓄電池式風力発電を視察しました。
伊丹空港から三沢空港まで１時間３０分のフライト。航空自衛隊の基地と一緒になっていて、すさまじい騒
音に
びっくりしました。
現地では１２０万円の範囲で騒音対策の防音ガラス・クーラーの設置費用などの補助が出ているとか。
蓄電池式は全国でここだけ、風速６メートル以上の風があることが設置に必要とのこと。
10/25 月

10/24 日

一基に付き1500キロワットの電力を供給できます900世帯分に当たるそうです。
ここには24基設置されていますが、風力発電の羽は３０ｍメートルも有り、港が近いこと。これを運べる広い
往
路があること激田電力を送る送電線が引かれていること、地元にエネルギーに対する理解があることがここ
に作
られている条件だそうです。
また太陽光発電もしていましたが、太陽光は日照時間が短く余り効果的ではないようです。

●北葛秋季スポーツ親善大会が広陵中学校で開会式があり、参加して挨拶をさせていただきました。ママさ

ん
バレー・ママさんソフト・壮年ソフト・ソフトテニスの４種目です。
子連れの選手の方も目に付きました。昨日の林業シンポを紹介しながら社会のあらゆる分野で持続困難状
況
があるが、限界集落でも頑張っているのは気力体力のある高齢者だと紹介してスポーツを通して体を鍛え地
域
のつながりを広げて北葛城郡を暮しやすい地域にしてほしい。日ごろの練習の成果が発揮できていい大会
にな
ることを祈っていますと挨拶させていただきました。
●新日本婦人の会の親子リズムの初めての運動会が横峰公園であり参加しました。お父さんも参加していた

だ
き子どもたちもとても楽しそうでした。競技が工夫されて玉入れなどおお張り切りでした。
緑化フェアの広陵の日ということで行ってきました。日曜日とあってたくさんの方がこられていました。ダリアが
満

開で、別世界のようです。１１月１４日で終わりですが、見所がいっぱいまだの方は時間をとって是非おいで
下さ
い。
●上牧町議会報告会

中国問題を報告しました。参加者の方がこの問題は大事だからもっと宣伝する必要があるといっていまし
た。ノ
ーベル賞の受賞者を拘束している問題は言論には言論で反論するべきで相手の自由を拘束するのは間違
って
いると日本共産党が中国にもはっきりと伝えていることを紹介しました。
次女夫婦が緑化フェアに着たので久々に孫５人が全員集合です。てんやわんやです
ページトップへ
保育所の運動会を見に行ってきました
孫に手を振ってきているよとサインを送ったのですが、気付かなかったようです。

10/23 土

源流の地で紙智子参議院議員と林業を語る会を主催しました。
吉野林業を考える会としてここ１年半前から学習や調査を行ってきましたがそれぞれの立場で発表していた
だき
とても充実した会となりました。
参加者の方から貴重な御意見を頂きました。林業の集約化の問題、鹿の食肉の問題
林業後継者、山の達人の意見などなかなか他では聞くことが出来ない貴重な意見を頂きました。
終了後会のメンバーと紙さんを囲んで交流会を行いましたが、林業政策に対する熱い思いが、交流できてお
忙し
い中紙産に時間を割いてきてもらえて本当に良かったと思っています。

●県議団総会

この間の議会活動のまとめを行いました。
10/22 金

●議会報告作成
●山下二美子展を山村議員と見に行ってきました。抽象画でしたが、平和へのメッセージや命の叫びのような

も
のを感じることが出ました。
●宣伝テープ作成
●土庫病院ケアプランセンターに孤独死調査のお願いをしてきました。
●大和園、河合町、河合診療所ケアプランセンター、ヘルパーステーションにもお願いの申し入れ・

・・・・・河合診療所友の会相談会
１件医療費の相談を受けました
●アンケートのまとめ作業
10/21 木

●河合町の町営駐車場内に廃棄物が不法投棄されているとのことで現場を見てきました。
●河合町南口議員と訪問 ニュータウンの民生委員さんに孤独死問題学習会の案内

毎月１回チラシを配ってみんなで集っているとのこと
●日刊紙１部拡大
●山田みつよ広陵町議員と訪問、４人の方にお会いできました。農業の今後についていろいろ心配の声を聞

か
せていただきました。
●開業医の先生にも孤独死問題の調査のお願い
●五位堂駅前早朝宣伝、八尾議員と
目の前で交通事故、若い女性が車にぶつかってへたり込んでしまいました。パトカーが見回りに出たばかり
で、
宣伝を中止して、危険なところで座り込んでいたので安全なところに移動してもらいました。
駅前ターミナルは朝、無法地帯になってしまっています。マイカーのクルマの駐車スペースがなく、バスやタ
ク
シーと混在しています。何らかの安全対策が必要です。
●広陵町自治体キャラバン、町独自で62項目の要望を提出。民主団体の代表者も参加２０名の交渉となりま

10/20 水

し
た。大勢いるとそれぞれが住民の声を聞いているので町の実情が良くわかります。
●議会基本条例検討委員会、パブリックコメントが３名から１０の意見が寄せられました。又廣瀬先生の御意

見
も頂きました。次回１１月４日までに各派ごとに意見を持ち寄ることになりました。

広陵町自治体キャラ
バン

●林業シンポの準備
●議員団総会の準備
●公契約条例の学習会

10/19 火

●広陵町にかつらぎの道のベンチが撤去されて困っているという相談が来ていることを伝えました。都市整備

課
で調査して改善することを約束してくれました。

上牧町キャラバン

●上牧町自治体キャラバン

各部長が全員そろって丁寧に回答してくれました。子宮頸がんの問題では少し前進の兆しがありました。国
保
広域化はメリットとデメリットを考えているような感じです。
孤独死や虐待問題では町としても頭を悩ましています。特に虐待は警察に行っても警察が出るほどではな
い
といわれ、保健所も対応してもらえず児童相談所も訪問してもらえウ長の事務職員が全く専門知識がないの
に
対応を迫られるなどがあり、何か問題が出ると行政の責任が問われるといわれていました。
歩道の段差の解消、巡回バスの時刻表がわかりにくいなど
●上牧、河合の教育長にそれぞれ野外活動センターの問題を要望してきました。それぞれのところで使用し

てい
るとのことです。
●河合町自治体キャラバン
各団体からの緊急要望を提出して懇談しました。

額の中に鉢植えがあ
ってびっくりしました

検診が話題に。啓蒙したり財政支援をしても住民が受けてくれないにはどうしたらいいのか。
公民館の和室の畳がぼろぼろ、改善を求めました。
●上牧町石丸議員と訪問。アンケートの返事を頂いたところにお礼と演説会のお誘い。

10/18 月

孤独死の学習会の案内もさせていただきました。
下の娘のところに法事の引き出物を届けてきました。一緒に行くはずでしたが、子どもが熱を出して行けな
くな
り残念でした。仕事と子育てと頑張っているとき子どもの病気が続くと大変です。自分も経験してきたことなの
に
何とか乗り越えてきたのでしょう。回りに助けてもらいながら
久しぶりに、孫に会ったら華ちゃんがパワーアップしていてびっくり。平城京に行って遷都祭に行ってきまし
た。
古代人との衣装を着た観光客と出会いました。歴史館が見たかったのですが、３時30分頃、本日の予約は終
了
しましたとのアナウンス。残念。
●北葛城郡選対会議
●王寺民報の原稿
●相談メールを頂きました

10/17 日

かつらぎの道にベンチがなくなって困っておられるそうです。ベンチがないことで歩いていくことが出来ずせ
っか
く寝たきりにならないようにと頑張っていたのが、行けなくなりとても困っている様子が伝わってきました。
早速申し入れをしたいと思います。
可睡斉にて母の１周忌の法要を行いました。ちょうど１年前の今日亡くなった日です。なくなっているのに母の
お
かげで日ごろご無沙汰している親戚一同一緒にお参りが出来よかったと思います。
孫たちは広いお寺の廊下や厳かな飾り物、妖怪のような絵などお寺はスリル満点のようでした。母は一番
末っ
子で亡くなっため、兄弟が皆年を取っていて、90歳になる長男など良く来てくれたと感謝です。
また従兄弟がいろいろ段取りをしてくれて何とか終えることが出来ました。
ページトップへ

10/16 土

母の１周忌のため娘の家族と静岡に帰省

●王寺駅前 幡野議員と早朝宣伝
●平成２２年全国都市緑化祭が馬見丘陵公園で開催され参加しました。

秋篠宮ご夫妻が参列というので大勢の人々が来ていました。
王寺の女性だけの王寺コミュニティー吹奏楽団 やわらぎウインドウハーモニーの演奏
地元から河合・広陵町の子どもたちの都市緑化宣言がとても素晴らしくて思わず感動で涙が出てきました。
秋篠宮様の言葉がよく現状を知っておられ地球環境にも及びいいメッセージだったと思います。
国土交通大臣賞を受賞した古川庭樹園Ｆ２スタジオの庭の説明をしていただきましたが。松ノ木を基本にか
えで
銀杏桜の木々や足元にめだかのすむ池など昔の原風景のような落ち着いたどこかほっとする空間でした。
池部駅まで歩いて電車に乗りました。
●ならクーカルに行ってきました。地元の食材を使った料理は意外性があっておいしく頂きました。

10/15 金

シルクロード間の後に作られたレストランを見学。
●県議団会議、議会のまとめと団総会の準備について

アンケートの返事を頂いたところにお電話でお礼。いろいろな御意見を聞かせていただきました

ＪＲなら駅にエスカレターが着いていて近代的な感じの駅になっていました。
●国土交通省なら国道事務所に、葛城市の春木議員・白石議員、支部長、小井修一氏とともに165号線高田

バ
イパスの當麻の道路問題について申し入れに行ってきました。
南阪奈道路が高速代金が高くせっかく出来た道路を使わず山麓線が渋滞していてそのためのバイパス計
画と
なっているが、43年の計画時期と財政も必要度も変わってきている。
通行が２割減といわれているのでなおのことバイパスは不要。計画をやめれば財政的にも環境を守る上で
もい
い。高速料金を無料または引き下げるべき。

10/14 木

10/13 水

副所長は９月の再審査委員会で必要が確認された道路である、料金引き下げは西日本株式会社が委託を
受
けてやっているのでなんともいえないとのこと。
●ならホテルで緑化フェアの祝賀会が開かれ、地元のことなので広陵町のバスに載せていただき参加してき
ま
した。
秋篠宮、紀子さんも出席。和服で参加したら、荒井知事が「この人は優雅な格好をしていますが、質問は厳
し
いです。」といって紹介してくれました。
紀子さんには、明日きていただく公園は古墳を開発から守って残した公園です。是非お越し下さいとご挨拶
さ
せていただきました。

真夏日のような１日でした。診療所に行って診察。検査結果も問題なし。待合に８ヶ月の双子の赤ちゃんが
横
並びベビーカーで来ていました。大人気です。赤ちゃんのパワーはみんなを笑顔にします。お母さんにいろい

ろ
お話を聞いたら、ベビーカーの巾が倍になるので歩道を歩きにくい。診療所のドアを全開してもらわないと入
れな
い。とのこと。勉強になりました。
母の一周忌の準備。母の友人が今でも夢に出てくると、手紙を下さいました。命日を覚えてくれていました。
あり
がたいことです。
●広陵町挨拶と新聞のお勧め。日曜版が２部増えました。
●自治体キャラバンの打ち合わせ
●マスコミの取材

チリの炭鉱の方々の救出が行われました。さまざまな準備万端で感心しました。
●五位堂駅前早朝宣伝八尾議員、後援会の方と一緒に尖閣諸島問題の宣伝をしました。
●三郷町の伊藤正明さんのお別れ会があり、参列させていただきました。

伊藤さんは親しかった方に自分の病気や余命を伝えて後のことをみな段取りして、家族にはあと３ヶ月の告
知
を受けたときにカラオケに行き、有難うの思いを謡ったそうです。
あのやさしさと笑顔の中に真の強さを感じます。安らかにお眠り下さい。
●紙智子さんと林業を語る会のご案内を届けに吉野町のやぶさか議員と関係団体などを廻ってきました。森

10/12 火

10/11 月

林
組合、木材協同組合、吉野町長、製材業の方など懇談させていただきました。
環境林と経済林の区分は誰がするのか、環境林と区分されたところはどうなるのか。補助金頼みでは続かな
い。吉野からモデル計画を作りたい。国土保全が第一。ダムで家が立ち退きになった、当時は奈良県の農業
の
水のためといって協力したが、今は農業に使われていない。
県産材の住宅を建てる補助金も全部ではなく一部に使われていたら対象になるというのはおかしい。
林業再生プランはいずれ破綻する。大型機械メーカーだけが得をする。
いずれも何とかしていかなくてはという熱い思いが伝わって来ました。
県地区合同第２回中央委員会の学習会に参加しました。
町民体育祭が中止になって、思いがけずに予定が空いて夫と大阪まで行ってきました。
五位堂駅は緑化フェアにきたと思われる人がたくさんいました。エレベーターの工事が始まろうとしています
難波に行ってきましたが、そごうが撤退して活気がなくなっていた心斎橋筋に活気が出ていました。

精光林業の家訓

観光船が川めぐりをしていて木のデッキがにぎやかな町に落ち着きを与えていました。
世界１のユニクロがオープンしたというので見てきました。ダウンは軽くて素材のよさにびっくりしました。
どこも人、人でくたびれて、ちょっと休憩したくなったときに吉本の若手芸人のコントをする地下劇場があって
見て
きました。
お客さんから紙に何でもいいから言葉を書いてもらい、それを集めて次々とその言葉を紹介しながらそれを
必ず
入れたコントを行うというもので、即興のお笑いセンスが問われます。面白かったです。ちなみに入場料金は
500
円でした。
栗を頂きました
あの中から将来のスターが誕生するのかな。しあわせというお題が出たときにこの中にはだれも幸せなも
のは
いませんといっていた言葉が真に迫ってそれが面白かったです。
お土産売り場で北海道の白い恋人をまねて面白い恋人には笑ってしまいました。
●明日の全駅宣伝の打ち合わせ

町民運動会は雨で中止になりました。
●がんと向き合う日のキャンペーンで県議会で取り組むことになり、ならファミリーのらくだ広場に行ってきまし
た。
10月10日はがんと向き合う日ですと書いたゼッケン入りの赤いヤッケをきて、ウェットティシュを配りました。
自
民淺川、新谷、公明はり、大国、新創ならの梶川、共産中野,今井が参加、乳がんキャンペーンのあけぼの
会、
ならソロプチミストなども参加。
県もがんの啓発活動を行うなど少しは県民にアピールできたかなと思いました。
10/10 日

●北葛城郡女性宣伝、王寺駅、河合の万代、上牧の万代、広陵エコ真美でキャラバン宣伝

12人が参加しました。要求アンケートを配布、上牧では小沢の証人喚問をやるように共産党頑張れと激励
され
ました。みんなでやると元気が出ます。

がんと向き合う日のキ
ャンペーン

伊藤正明さん68歳が本日午前11時過ぎにお亡くなりになりました。三郷町議会議員をされて県議選にも出
馬、
県議団の事務局としても大変お世話になりました。心からご冥福をお祈りいたします。
●林業を語る集いの打ち合わせ

ページトップへ
10/9 土

●林業シンポのまとめ
●友の会ニュースの配達。

・・・・・生活保護家庭の進学に伴う貸付金問題。県の担当の方が来てくれてなんとかしてもらえ
る
ようになったとのことでした。
困難な中で頑張って推薦入学できたことに拍手。本人自身の真剣な姿勢が周りの人を動かしたと思いま
す。
●コーラスの練習

久々の参加でしたが少しだけ参加しました。呼吸法は体の中からきれいになれるような気

が
します
●故、吉川隆志議員のお母さんが９７歳でお亡くなりに也葬儀に参列させていただきました。

うちのお袋は９０過ぎているがまだご飯を作っているといわれていたのを思い出しました。
心からご冥福をお祈りいたします
●国民融合をめざす部落問題全国会議が天満の国労会館で開かれ参加しました。

部落問題を終結するに当たり、各地の報告を聞かせていただきました。大阪教育文化センターが輝け子ど
もた
ちー人権教育を考えるーというパンフレットを作成して現場の教師に配布しているそうです。ホームページか
らも
ダウンロードできます。http://www.osaka-kyoubun.ne.jp
奈良県でも人権教育の教材をNPOに委託する議案が出てきて、権力による人権侵害を見えにくくさせる役
割に
なると反対しましたが、あと一息のところになって来ていると思いました。

パンフレットの裏表紙は人権教育の本を待った先生が日の丸の前で子どもの頭を無理やり抑えてお辞儀を
させ
ている絵です。今の実態を見事に描いていると思います。
明日の運動会中止の連絡をもらいました。
●寺駅前早朝宣伝

演説を聞いてくれた方が、もっとメリハリつけたほうが良くなると思うよとアドバイスを頂きました。自分では
気が
付かないのでありがたいことです。
●友の会ニュースの配布
●県議団会議で県庁に、１３００年の祝賀式典で天皇が奈良ホテルに泊まられたことで県庁前の道路は警備

が
すごかったです。
10/8 金

宮地曜子仏画展を見に行ってきました。以前からご自分で書かれていたことは知っていましたが、大乗院を
借
りて開かれた個展はすごいの一言です。やさしい仏様と、勇ましい仏の対照的な絵が交互に展示され見ごた
え
十分です
●県議団会議、山村議員が決算審査特別委員会に入ります。打ち合わせ
●紙智子議員と語る林業問題の案内に森林組合を訪問しました。

国の政策転換の時期で、経過的な措置が求められることや、奈良県の実情に合う政策が求められるなど
貴重
な語意見を聞かせていただきました。集会に来てくださるとのことです。
●北葛城郡選対会議
●友の会ニュースの配布、つながり支えあいの町づくり学習会のお誘いをしています。

孤独死が1月から8月まで203件も県内で発生していたことを伝えると皆さんびっくりされます。
孤独死のうけとめがそれぞれです。別に不幸だと思わない幸せだったかもしれないと言う人。家族がいても
い
ろいろあったら孤独死してやれと思うこともあるとか、地域でご主人をなくして悲しんでいる人をカラオケに誘
って
元気を取り戻した。
10/7 木

子どもが遠くに就職したら夫婦2人になる。自分は地域でつながりを作っているが、先に自分がいなくなった
と
き夫が生きていけるか心配。などなど話が尽きません。
自分は心配ないという人、これは人事ではないと言う人。。。。
田舎から子どものところに来て一緒に暮している人が全くわからない。
奈良県の人口は減少したのに世帯数は増えているそうです。ある自治会では地域の状態を把握して災害時
に
助け合える町をと取り組みましたが、個人情報がネックになって進まなかったとか。
生き生き暮せる地域が最も暮しやすい地域なのでしょうね。
●

王寺町の友の会の相談会
●八尾議員とあいさつ回り
●五位堂駅前早朝宣伝
●宣伝カーが来てくれて広陵3箇所・上牧3箇所宣伝、買い物時間がなくて石丸議員に長めの演説をお願いし
て
買出しに帰ってきたら街角生活相談でした。
10/6 水

・・・・・学費問題
●藤本あきひろ議員のお母さんが亡くなり、葬儀に参列。85歳,ミツコさんでした。
●山田議員と訪問

広陵町長に下水の料金据え置きを報告。市町村振興金
●築山公民館で水つき問題の学習会

長年暮している方の訴えには、なるほどと思わせることが詰まっています。
●国立曽爾高原自然の家に行ってきました。

奈良県立野外活動センターが本館宿泊棟を閉鎖する予定のホ－ムページのお知らせがされているため、
これ
まで使っていたところから利用の問い合わせが来ているそうです。
これまでは第1、第2希望で何とか受け入れて来ていましたが、5月・6月はすでにいっぱいで秋以降の利用
も
含めた第3希望まで聞いているとのことでした。
奈良県の学校の野外宿泊訓練に多大な影響が出てきています。
●八尾議員と区長・自治会長さんを廻りました。

10/5 火

健康ウォーキングなどで活躍されている方を訪問。一緒に記念写真、かねもち、2枚目は大金持ちといって
写
真を写しました。最後がイ音だといい顔になるようです。
おばあちゃんたちの集団に出会いました。孤独死の学習会の案内をしたら、近所の知り合いが「一人暮らし」
で
子どもさんが、毎朝家のポストの新聞がきちんととってあるかを確認して、勤めに出ているそうです。みんなで
集
って話が出来る集団があることは良いですねといったら、皆さんうなずいていました。
●すみれ作業所を訪問。引っ越してから初めての訪問でした。景気の悪化で仕事がなくなっていて、下請け

と、
オリジナル作品クッキーやふきんを作っていました。中和地域の作業所の手作り品を売る場所がなくて困っ
てお
られました。
●中南和地区委員会総会

10/4 月

●赤旗の集金
●広陵支部会議に参加

広陵町の2人の議員と一緒に区長自治会長さん廻りをしました。11月1日に生き生きクラス会、つながり支え
あ
いの町づくりで、孤独死問題を研究している先生に来ていただき地元で学習会を計画。そのお誘いもかねて
行
いました。
●アンケートのお願い・新聞のお勧めなどさせていただきました。すぐ近くの方は私が北3丁目に住んでいると

言
ったらもっと遠くの人かと思ったと言うことでびっくりしていました。

長年やっているのでなじみをもっていただき名前は皆さん知ってくれていました。
これまで共産党を支持してくれていたところに他党が看板をかけていました。ポストに看板つけさせていた
だき
ましたと言う手紙が入っていただけと言うところもありました。
●夕方からは元町議の寺前さんと一緒にご挨拶
●夜は八尾議員と廻らせていただきました。

野外活動センターについて御意見を伺いました。利用された方は、管理棟がないと使えなくなってしまいます
と
言っていました。
●葛城市の春木議員

バイパス問題で国土交通省の申し入れに、同席の要請を頂きました。
また、中和地域の救急体制では重症の方が受け容れ困難になっているそうです。
●林を語る会の取り組みの打ち合わせ
●一斉地方選挙勝利・2中総学習会が開かれて参加しました。
今回の参議院選挙で議席も得票も大きく後退した原因はどこにあったのか、日本共産党中央委員会では
全国
から寄せられた5000の意見を分析さまざまな方に意見を聞くなど創意を組みつくして分析しました。
今の現状を率直に赤裸々に指し示したと言うことは多くの関係者にその通りと言う共感を呼んだと思います。
10/3 日

サテこれからどうするか5つの方向が示されました。深くつながって信頼を取り戻すことが必要です。一斉地
方選
挙の新しい候補者も紹介されました。もうやるしかありません。頑張ります！
●近鉄奈良駅前で署名・宣伝活動をしました。小林照代さんがマイクを握って訴えていたら自転車に乗った中

年
男性がカーネーションの花束をそっと差し入れしてくれました。
とっても素敵ですね、
ページトップへ
ハル君の初めての運動会でみんなで応援に行きました。晴天で暑い日でした。先生の話をじっと聞いている
の
に驚きました。玉いれだけ見て退席。
●新婦人の班で子宮頸がんの学習会、竹村久仁子産婦人科医師が講演をしてくれました。

とてもわかりやすい話でワクチンの接種の大切さを実感しました。県議会で県は国が１５０億円のワクチン
接種
の公費補助の予算化をしたことで、１０月に市町村の関係者を集めて対象者年齢や自己負担額など相談す
る予
定であることを報告させていただきました。
諸外国ではほとんど公費で無料接種が行われています。
10/2 土

●王寺町議会報告会

県議会の報告をしました。提出議案や態度を報告したら、参加者からびっくりすること
ば
かり。もっとみんなに知らせたいとの意見がありました。
ホスピス、妊婦検診の無料化が２年できれること、三室病院の問題など質問が出されました。
●河合診療所友の会第４回総会

露の団姫ちゃんを呼んで落語を聴きました。２年前にも来てくれましたが、
芸
に磨きがかかったようです。みんな大笑い。笑うと元気が出てきます。
障害者リハビリセンターの多目的室のクーラーが新しいものに改修されたとお礼を言われました。
●候補者問題で訪問。

逆に、励まされて帰ってきました。
・・・・・生活相談１件、病院の受診について

10/１ 金

議会最終日
●各派代表者会議
●議会運営委員会
私は県立野外活動センターは議会に条例変更も予算もかかっていないのにホームページで管理棟の廃
止、食堂の廃止、など掲載されていた問題で、決まったかのようなことを出していいのかと言う議会と理事者
側のルールのあり方を問題提起しました。
予算委員等をしていた井岡議員は私の質問を聞いていて問題があると思いホームページを取りやめるよう
に強く伝えたとのこと。またこの間の知事の政治手法が先に決まったかのように進められていることに各議
員から意見が噴出しました。
ホームページは書き換えられていましたが、「宿泊等の廃止予定」という書き方から「ロッジテントのみとな
ります。」に変わっただけで実際は同じです。
●最終日で議案に対して５議案に反対１議案に意見を述べました。

梶川議員は予算委員会に新創ならが入っていなかったと言うことで前議案に賛成の討論を行いました。
最終的には共産党以外の全ての会派が知事提出予算の前議案に賛成で可決しました。
ページトップへ

