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●赤旗新聞の集金
●お葬式に参列

1/31 月

家の水が流れにくくなって水道屋さんに見てもらったところ下水管に根っこが入り込んでいました。間の横に
あった小さな木がいつの間にかぐんぐん伸びて管を圧迫していました。
きれいに流れるようになってすっきりです。
●八尾議員と新聞の拡大、日刊新聞が4部増えました。

いよいよ選挙ですと訴えると協力していただきました。ありがたいことです。
●北葛城郡選対会議

とても寒い朝になりました。
●上牧の爆発デー。上牧町東議員と支部の人と国保の署名と赤旗のお勧めで行動。日曜版が1部増えまし
た。
上牧は行くところどこでも財政問題が話題に・・・・・
この町のすごいところは町民の共通認識になっていること。東議員に「あんたのおかげで上牧もだいぶような
ってきた」といってくれた方がおりました。
国保が高いという声もいっぱい聞くことができました。
1/30 日
●午後から、広陵町八尾議員、山田議員、支部の方と3回行動、赤旗が2部増えました。

農地が安くなっていることや 人に頼むのに場所によっては委託料を払っているところがある。後継者不足
で大変。一人暮らしの方が多くなって倒れたときに連絡先がわからず困った。地元の開業医の先生がみな知
ってくれていて助かった。などなど話がつきません。
●ご近所の101歳の方がなくなってお通夜に行かせていただきました。漢字と歴史の達人だったと聞かせて頂

きました。心からご冥福をお祈りいたします。
ページトップへ
●王寺町年金者組合新年会

85歳の方がホイットマンの言葉として明日を語れる人は若者というのを紹介してくれました。
身体は機能がだんだん衰えてきますが、明日を語ることが若さの秘訣なら、こんな社会にしたいと願ってい
る私はずっと若くいれそうな気がします。
毎年きちんとレジメを作って総会をしているのはさすがです。今回町会議員を引退する金田さんが執行委
員に入りました。教員をしていた当時、執行委員になるにはみんなでお願いして頼まないと執行委員になれ
なかったそうですが、今回はなんの努力もしないで執行委員になれましたと挨拶。大笑いです
●高次脳機能障害のリハビリテーションについて研修会

1/29 土

なら100年会館で行われて参加させていただきました。来賓紹介もしていただきました。
もっと身近に高次脳リハビリ施設が必要です。交通事故から高次脳機能障害になった方の体験談を聞か
せていただきましたが、家に閉じこもっていたのが社会に出るようになったこと、皆さん今幸せですかと会場
の人に問いかけられていましたが。人とかかわれことで幸せを感じられるようになってきたことなど壇上で語
ってくれました。
またリハビリセンターで支援をしている先生は個別のリハビリをしたいけれども体制がないことを言われて
いました。
会場で以前住んでいたご近所の方にばったり、お母さんが2年前に亡くなられていました
子供が小さくて選挙のときの食事をさせいれていただいたり、お世話になっていました。
心からご冥福をお祈りいたします
●王寺駅前早朝宣伝 幡野議員
●河合町南口議員と宣伝2箇所

小山いくこさん、今井で行いました。

今井さんが共産党でなかったらいいとよく言われるので、宣伝で其のことを言っています
日本共産党は国民の苦しみをなくすために日本の中から生まれた共産党です。戦争も差別も貧乏もない世
の中を目指して89年から命がけで戦争反対を貫いてきました。数ある政党の中でも戦前から歴史があるの
は日本共産党だけです。
尖閣諸島の問題や北朝鮮の砲撃など共産党政権がやっていることを名前が同じだからと同じように見られ
ますが、日本共産党は尖閣諸島は歴史的にも日本の領土であり、中国にはっきりと申し入れています。北朝
鮮の砲撃はどんな理由があろうとも無差別に民間人を攻撃することは絶対に許せることができない行為で厳
しく抗議しています。いずれも道理に沿って外交などあらゆる努力で平和的に解決すべきです。
1/28 金

また日本共産党は企業や団体からの献金は受け取っていません。政治がゆがんで公約したこととやってい
ることがあべこべで政治不信を招く原因はお金で動く政治があります。
私は日本共産党の議員だったから4期16年県民の声をまっすぐに届けてがんばることができました。この機
会に是非真実を伝える新聞赤旗をお読みください。
皆さんが一番聞きたいと思っているらしく、駅でもエスカレーターに乗っている人の視線がこちらに注がれま
す。
●広陵町

地元の保育園に八尾議員とこど園問題で申し入れ懇談しました。

●王寺町、保育所申し入れ。
●王寺鉄道部に畠田駅のホームの屋根の延長を求める声が寄せられ今井、幡野,、金田、小山で申し入れに

1.27

木

行ってきました。
●懇談会を開くことの申し入れ。来月バレンタインデーに診療所の待合室をお借りして懇談会をすることにな
りました。
●佐味田川駅前早朝宣伝、南口議員と支部の人がビラまきに来てくれました。
●事務所にて打ち合わせ
●上牧町宣伝8箇所、葛城台、アーバン、南上牧、松里園
●広陵町

1箇所。南6丁目宣伝していたら前を通る人が握手を求めてきました、雪がちらつき寒い日でしたが
子供も手を振ってくれて、がんばっていることは伝わったかなと思います。

●訪問

農業関係者を回りました。若い後継者の方と挨拶。とてもがんばっていて頼もしく思えました。

●五位堂駅早朝宣伝八尾議員とともに
●河合町訪問、赤旗新聞が2部増えました、高齢のご夫婦でご主人が骨折。奥さんがご主人の入院先まで毎

日通院するのに大変だったそうです。公共交通のバス路線廃止はとても響きます。
1/26 水

●王寺町女性後援会新年会挨拶させていただきました
●広陵町統一行動。靴下業界も大変です。後継者がいない。廃業したところ。奈良県産業のトップが製造業

中でも靴下は全国シェアのナンバー1．もっと本気で活性化が必要です。
広陵町で5部赤旗が増えました
なぜ関西広域連合に入らないのかという質問2軒から聞かれて答えました。説明すえばわかってもらえるの
ですが、マスコミの影響が大きいことを感じました。この問題では知事の与党のようです。
●ちぎりえサークルに行ってきました、
新聞紙のカラーのところをちぎってはがきに貼り付けます。お福さんのちぎり絵をさせて頂きました。下ぶく
れの顔になりましたが、作っている人に似てくるそうです。
材料代も祝詞はがきの紙と使い古しの新聞紙だけで、とても楽しいものができました。
県政についても報告させていただきました。介護施設がお金が高いことや入るところがないことなどに話題が
集中、切実です。
●午後からも小集会に参加。高校統廃合問題で取り組まれていた方もいて耳成高校の跡地が道の駅になる

1/25 火

方向にとても残念がっていました。
また選抜入試で高校から落ちる体験を3分の1の生徒が経験するようになり、しかも一般入試では一途生徒
と同じカリキュラムの見直しを県が打ち出せていますが、以前から問題だと指摘していたこと。という声も出ま
した。
おばあちゃんが4年前に特養ホームに申し込んでいますがいまだに連絡がない。年金の支給年齢の引き上
げという与謝野発言にはみな怒りでいっぱいです。
●赤旗新聞2部増えました
●演説原稿作成
●河合診療所友の会新年会

在宅で最後を迎える方が増えてきているようです。訪問看護や訪問介護はありがたいことですが、日曜や
休み夜間なども対応が求められて働く人が大変です
●奈良県の都市計画についての学習会
街づくりの専門家の話を伺うことができました。奈良県の幹線道路の沿道が景観の配慮もなく町壊しになっ
ていて、それを認めてきた奈良県がおもてなしとか景観とか言うのは
おこがましいという意見、もっともだと思います。
奈良の3条通りも一体感がないままのさまざまなお店屋さんが登場していますが、外壁に気を使うなどもう
少し歴史景観にふさわしいものになってもいいのではと以前ある人が言っていたのを思い出しました。
●事務所開きで差し入れやカンパをいただいたところにお礼の電話
●集い、上牧の女性後援会の集まりで県政報告を行いました。

おみちの問題では県が立ち入り禁止をしていますが、其の看板を見ている人を撮影する人がいる。違法建
築が今後どうなるのかと心配の声が出されました。
大型ショッピングセンターは、購買意欲がわかない、身近なお店がつぶれると困る、あちこち作ってやってい
けるのかなど
1/24 月

ガスの配管工事の後の道路がガタガタのままになっている
赤水が出たという連絡があったなどニュータウンもすでに30年もするとあちこち道路ガス水道などライフライン
が痛んできています。こんなところにもっと力を入れてほしいとの声
要求がいっぱい上がってきました。

・・・・・産廃施設の問題について
●北葛城郡選対会議

1/23 日

●晴天、朝から事務所開きをさせていただきました。お休みで寒い時期にもかかわらず160人のかたが来てく

れました。
私にとっては12回目の事務所開き、広陵町、上牧町の町長さんの祝電が届きこれまでにな考えられなかっ
たことです。高田の太田敦さんも応援にきてくれました、青年支部のみんなもそろって応援に来てくれました。
以前県会議員選挙を一緒に戦った、当時民社党の田中亮一さんもご夫婦で駆けつけてご挨拶をしていた
だきました。
地元で以前選挙に何度出ても当選できず引退しようと思っていた私を町長選挙に担ぎ出した内田りかこさ
んもエピソードを交えての挨拶をしてくれました。女性後援会の井上さんはいまいみつこを使ってとてもうまい
こと紹介してくれました。
業者後援会の松川会長、医療後援会からは稲次先生、石丸先生、馬場先生と一緒にご挨拶。北田後援会
会長さんの乾杯の挨拶で昆布茶で乾杯。
私は28歳で始めて選挙に出て5期目の県会に出るときは56歳。人生の半分を政治にかかわってきましたと
挨拶。この間の実績とどうしても皆さんお声を届ける議席を守らせてほしい訴えさせていただきました。
孫がプレゼントを渡してくれました
皆さんの期待に答えられるようにがんばる決意の場となりました。
●太田敦さんの事務所開きに参加して挨拶、高田の県会議員選挙は7回前に出させてもらい長年の悲願の

議席。国の政治があまりにもひどく地方の政治は地域を回っていてもポストにチラシがあふれて中で倒れて
いないかとと心配するところがいっぱい。
地方自治体は自分たちの町に住む住民が誰かもつかめていない状態、本当に困って相談しても受け付け
てももらえない、一斉地方選挙は結果が国政に大きな影響を与える選挙。奈良県では太田さんを2議席で通
すことが痛打を与えることになる。ぜひ中南和から2議席を誕生させてくださいと挨拶しました。

●故大淀町議清水貢さんのお別れ会に行ってきました。天理高校の野球部の監督として、また生涯現役でが

んばってこられましたご冥福を祈りいたします。
●南和の議員さんの会議に参加、奈良県の南部振興計画についての学習と意見交換。

林業問題で、吉野川の清流と合併浄化槽の問題、雪を溶かす塩カリの問題。雪害問題などいろいろな意見
をいただきました。
夕食は鳥なべができていました、娘婿の手料理です。鳥のミンチで軟骨も入れての肉団子。もも肉手羽先な
ど鶏肉のいろいろなところを使いゆっくり採ったスープにキャベツでシンプルですがおいしいなべをいただきま
した
塩味で、ゆず故障やポン酢でいただきます。
ページトップへ
●朝から事務所に支援者という方からお花のプレゼント。プランターを10個届けてくれました。事務所前に横1

列に線に並べて、お花屋さんいわく当選です。
明日の事務所開きのために周辺のところの挨拶とお誘いをしました.
チラシや新聞がいっぱいたまったところが気になります

1/22 土

●安心お産さんの会1300人の妊婦さんに聞いたアンケートのまとめの報告を聞きに行ってきました。

奈良町センターで行われましたが、一番困っていることは産後の子育てこのときこそしっかりとサポートする
体制が必要です。奈良市のこんにちは赤ちゃん訪問事業の取り組みを聞かせていただきました。
奈良市では1週間に60人の赤ちゃんが生まれています、
この赤ちゃんを4影手までに保険資産が訪問して相談に乗っています。中には連絡が取れ中tt利拒否された
り、でもこのことで一人で三号つになって苦しんでいたお母さんを助けたり成果が出ています。
保健士の1番大事な仕事こそ今求められていると思いました。
●河合町訪問、入党のお勧めをしていた方を訪問、お誘いはみな呼んでくれたそうです今はまだ難しいと断ら

れましたが、赤旗を読んでくれることになりました。
●青年支部の新年会に参加、おでんを囲んで楽しいひと時を過ごしました。青年ががんばれば政治は動くこ
と実感しました。みんなで事務所開きに来てくれるそうです。

●大輪田駅前早朝宣伝、南口議員や支部の人が来てくれました。

小学生1年生が連盟ポスターを見て山下よしきは読めましたが，今井光子は読めなかったそうです。
●河合町宣伝

1/21 金

5箇所
23日の事務所開きの案内を行いました。地元周りをするとお孫さんのことや、定年になったこと家族の病気
のことなどいろいろです。激励していただきました。
●知人に電話で声をかけていたら入院させていたり、病気だったりと大変です。

行かせていただきますという返事ももらいました。メッセージも届いてきています。

●河合町のBさんのお宅でリフォーム見学会と懇談会を行いました。

手作りの生八橋の羊羹サンドという和菓子をいただきました。
どこもリフォームをしようかと考えている時期です。大家族から小家族になったため増築ではなく減築です。台
所や収納がよく考えられていて使いやすそうでした。
奈良県に住宅リフォーム制度を要望していることも話してきました。県民ニーズと仕事おこしとタイムリーな制
度です。
懇談会では国保が高いことが話題に、ある方がご主人の退職金を年金方式に分割したため、所得が多い
ように見られて国保が以上に高くなったといわれていました
退職金を年金方式にするというのは国が進めていた政策です。
●広陵町新婦人の新年会、お鍋を囲んで懇談会。

1/20 木

県政のパンフレットでわいわいと・・・・・・・
里帰り出産ができなくなっていることに心配の声。保母さんの採用がいつまでも非正規のまま、子供の教育、
給食、介護と話が弾みました。一般の主婦の考えていることをもっと政治に反映する方法はないのかなという
声に対して、交通事故にあった交差点に信号機の設置を要望してきたら設置されることになったからいうこと
が大事との意見・・・・・手作りプリンで満腹です。
女性の集まりはおいしいものがいっぱいです。

・・・・・緊急生活福祉資金の貸付が市ではすぐしてくれているのに県は5日間もかかるとのこと
でした。
●斑鳩ホールで新春の集い演説会、会場がいっぱいで立ち見の方もいました。

1/19 水

オープニングは若駒のヤマタの大蛇。舞台いっぱいに大蛇が大暴れ、見事でした。
宮本武さんの講演のわかりやすく なるほどと関心、県議団のパワーポイントを使っての報告も1人3分とウル
トラマンタイムでしたが、見ていただいた方が聞くだけよりもわかりやすかったといってくれました。
6議席必勝をと決意を新たにしました。
●八尾議員と五位堂駅前早朝宣伝、民主党の吉川議員と一緒になりました。なんとなく選挙ムードになってき
ます。
●北葛城郡出初式 広陵町健民グラウンドで行いました。森川議員と一緒でしたが地元ということでご挨拶を
させていただきました。日ごろのご尽力の感謝とお礼を伝えました。
平城京は大火がなかったそうです、其のことを紹介しながら奈良県の火災の原因の1がコンロによるもの、2
が放火の疑い、3が放火によるもので、放火ということがダントツ1位になります。
政治が閉塞感がある状況ですが、今年は一斉地方選挙の年。一人一人の暮らしに希望の持てるように政
治が責任を持つことが安全対策に欠かせないということを申し上げ、期待にこたえられるよう政治の分野に
かかわるものとしてがんばりますと決意を述べさせていただきました。
●県議会議会議会改革推進委員会、常任委員会特別委員会の議論。常任委員会は暮らし創造部を厚生委

員会から離して文京委員会の移行することで合意しまして。名称については各会派で検討してくることになり
ました。
特別委員会では関西広域連合についての委員会設置を求める声が出ましたが、私は、少子高齢化対策特
別委員会などでは介護保険の見直しが行われるので集中審議を行うなど県議会が一定の方向を出して理
事者に提案していくことが必要ではないかと意見を出しました。また幹線交通対策特別委員会も日常交通が

議論対象外になっているため総合交通対策特別委員会にしてはどうかと提案しました、がん対策などの意見
も出ていました。
次回は2月10日です。 ご意見があればぜひお寄せください
乳幼児医療の中学卒業までの金額を担当課に依頼していましたが、現在就学前まで窓口3割の償還払いで
すが13億3千万円、この年齢で無料にするには後4億8千万円、中学卒業まで後9歳上乗せしてすべて無料化
にするには39億3千万円。ちょうど20億です。
そう思うと20億円の高度化資金問題はあいまいにできません

1/18 火

大阪府立がんセンターに知人のお見舞い、元気なお顔が見れてよかったです。
●明日の新春の集いでプロジェクターを使って議会報告を行うためリハーサル。
1日奈良に行ったり、大阪に行ったり、また奈良に帰ってきたり、電車での移動でしたが、お疲れ様でした。
●香芝お話ローソクの会新年会に参加しました。会員暦は古いのですが、年に1回から2回しか参加できませ
ん
が皆さんと会えることと色々なお話が聞けるのでとても楽しみです。 今日は「さかなのきもち」というさかな
君
が書いた本の紹介がありました。広い海の中では魚たちはみな元気に泳いでいます。しかし水槽などに入れ
た
場合は同じ魚同士でも弱いものいじめが起きるということです。
今の子育てにつながるものがあります。のびのびと自由に育てられたらもっと世の中にさまざまな問題が減
る
のではないでしょうか。
私は久しぶりに特攻隊のお話 スミレ島を語らせていただきました。今井さんのお話を聞いたら涙が出たと
いっ
てもらいました。尖閣諸島問題や、西南地方に軍事的な関心がたかってきています平和が1番其の思いを込
め
て語りました。
皆さん長いお話を語ってくれています。最近は新しいお話にチャレンジしていませんが、また落ち着いたら
何か
チャレンジしようかなと思いました。
●広陵町あいさつ回り 日曜版1部、
●高度化資金問題会議
●演説会と事務所開きのお誘い
●子供の医療費の問題で中学卒業までにかかる費用について県の担当課に試算をお願いしました。

1/17 月

●演説原稿作成
●北葛城郡選対会議

●朝から女性後援会の会議に参加。

なかなかにぎやかです。女性の集いを開く相談。奈良県の女性は、就労率がワースト1、家事労働時間が1
番
長く男性の家事の時間が全国１短く、女性が家事育児介護を行い働くことの困難さがわかります。
1/16 日

●桜井にて共産党新春演説会が開かれました。私もお話させていただきました

給食の民営化について会場からの質問があり、アトピー食の対応や、食の安全の問題で不安の声が出てい
ま
した。
●広陵町9条の会新年会

手作りの鍋を囲んで楽しいひと時を過ごしました。
ページトップへ

1/15 土

15日は以前は成人式でしたが、早くなったためお正月気分がすっかり無くなっているような気がします。
友の会の新春のつどいで、土庫病院の稲次直樹先生が大腸がんは怖くないというテーマで講演。私も広陵
町で
安心して暮らすためにとのテーマを頂き、宣伝を王寺の幡野議員にお願いして準備をさせていただきました。
●

孤立社会や無縁社会の問題が地域のつながりだけに目が向けられていますが、長寿化、家族構成の変
化、
独居高齢者世帯の増加、貧困化、人付き合いの減少，孤独化、孤独死などおきています。
地方自治体の基本は地域で暮らす住民の命と健康を守ることにあります。消えた高齢者や、消えた子供、
地
方自治体が誰を対称にするのかという基本がつかめていないなど深刻な事態が起きています。
以前は行政が困難な住民の把握ができていました。介護保険になって地域包括支援センターが窓口にな
り、
それは民間に委託も可能になっています。また地域を把握するには其の体制も不十分でふさわしい人的体
制も
求められます。
国保の滞納などの相談に行っても、分割払いの約束をして、それができないと敷居が高くて相談にもいけな
い。
生活保護の申請をしても断られる。地域をもっと回って行政でないと対応できない問題も多々ありますが、
人手
が足らない仕事量が多いなどがあってきめ細かな対応ができていない。
本来行政が果たす役割をしっかり行い其のうえで民生委員地域の自主活動などが2重3重に重なり合って
ネッ
トワークが構築されていくことが安心して暮らせることになると思います。
介護保険の要支援１，２をはずすとこれまで6人に一人しか受けていない介護保険が10人に一人しか受け
られ
ないことになってしまいます。奈良県では21年実績で766億円の予算に対して実績は725億円、41億円あまる
こ
とになります
住民の介護保険料は766億円を使う計画から計算させています
一方で年金が月15000円以下の場合は年金から天引きされない普通徴収ですが、払えない方が増え2000
年
のスタート時点で94％の徴収率でしたが、21年は８６，３％と2億4000万円も少ない状態になっています。
介護保険も保険料を払わないとペナルティがあって介護が受けられません。
国の仕組みが孤立化や貧困化を促進しています。友仲居は支えあいのナットワークを作るとともに国や自
治体
に働きかけ改善を求めているどこにもない役割を担っています。
●新春の集いに参加、グリーンパレスの3階で雨もちらつき寒い日でしたが参加していただきました。

稲次先生の講演もスライドを使ってとてもわかりやすく、多くの人に聞いてもらいたいお話です、医療の経済

学
ではがんで手術した場合と、早期発見で外来で手術す束愛早期で入院で手術の場合を土庫病院の実態か
ら計
算したものを紹介していただきましたが、発見が遅い場合5年間の医療費が375万円、外来12万円、入院が
16
万円と経済学的にも検診をすることが大事です。医療の問題点医師がん越し不測のことなどもお話していた
だき
よくわかりました。
●河合町訪問、共産党のお誘い、今の政治に対する不信、共産党のイメージの悪さなど率直に言ってくれま

し
た。
日本共産党は国民の困難解決のために日本の国の中から生まれてきた党です、中国や北朝鮮かつてはソ
連
など大国の居プサン等から自分のいうことを聞けという圧力がありましたが日本共産党は自分たちの国のこ
とは
自分たちで決めると圧力を跳ね返してきました。名前が同じで勘違いされますがそれはまったく違いますと伝
え
ました。地元の銀ががんばってくれていることは評価してくれていました。考えてくれるということです。
●全県会議
●畠田駅前早朝宣伝 吉川久議員、小山郁子さん、支部の方も来て頂き早朝宣伝。
●広陵町訪問寺前元町議、山田みつよ議員、今井、「国保が高い介護保険も高い一つも使うてない、こんな

こと
はおかしい、この年になってもまだ働かなあかん、がんばって」赤旗日曜版が4部増えました、他党のポスタ
ーが
張ってある家でも勝手に張って言ったこの横に張ってくれといってくれました。
●ニュータウンを訪問、お留守が多かったのですが、TPPのことが書いてあるのなら新聞の見本読ましてもら

い
ますと受け取ってくれました。
●子育て支援センターにご挨拶、シルバー人材センターの7人のスタッフが交代で支援、必要なときに予約を

/14

金

取
って受け入れています1時間550円、口にするものは持参してもらいます。子育て経験のあるベテランの方が
支
援していただけるので安心です。
●ＪA訪問,TPＰ反対ののぼり旗の前で写真を撮っていただきました
●王寺町共産党後援会新年会

1/1３ 木

出会亭にて和服で参加、着付けの先生の厳しいチェックも合格をいただきま
し
た。
王寺町議会も金田議員と小山郁子さんが交代です、県会と王寺町議会３議席必勝目指してがんばろうと、
元
気よくスタートできました。
共産党にお誘いしていた人もきてくれて再度お願いしてみました。決意できたら自分からいいますとのこと。
●上牧町訪問、石丸議員と、以前上牧に住んでいた方と知り合いのところを訪問
顔が広く、道を歩いているだけでも何人かの人が「久しぶり」と声をかけてくれました。
ポストにチラシがたまっていると家の中で倒れていないかと不安になってしまいます。病気や、高齢でも年金
が
少なく働きに行っている、子供の失業、社会問題を反映していましたお年寄りのたまりになっていたお宅で
は、
上げていただいてご挨拶。もっと今井さん年いっていると思っていた、こんな若い人とは思わなかったとお世
辞で
もうれしいことです。
年寄りに冷たい、もっと保健師さんに回ってもらうなどしてほしい。
●15日の友の会の集いのお誘い、中央委員から選挙のことでアドバイスに来ていただきました。
●会議
●霜が降りてとても寒い朝でした八尾議員と五位堂駅前早朝宣伝
●王寺町挨拶、小山郁子さんと金田議員とご挨拶赤旗日曜版1部が増えました。
●高田土木より河合町天理王寺線、池部,城古地区については地元同意が得られて測量を行うとのことで連

絡
がありました。
●選挙の対策会議

中央委員会の責任者の方が着ていただき幅広い見地から分析、ご意見をいただきまし

た。

1/1２ 水

●河合町訪問挨拶
●住民監査請求問題
●王寺町訪問
●新年会のお誘い
●詩吟の会、新年会でご挨拶させていただきました。初めてお会いする方も多く、いつも倉庫のきさきで宣伝

さ
せていただいていた方もおられて、あらためてお礼を申しておきました
●中南和地区委員会常任会議
●警察から年末に拾って届けていた書類の持ち主が見つかって届いたという連絡をいただきました。

よかった１ よかった１１１

1/11 火

1日フル回転、お疲れ様でした。
各地のタイガーマスク現象、奈良県でもあったようです。閉塞間のある時代に明るい話題です
●高田土木事務所に北今市橋の架け替え工事の騒音や振動のことで連絡。
●議事録の調査を依頼
●友の会の新年会のお誘い
●山田みつよ議員と広陵町を訪問。たまたまで会った方が以前道路に穴が開き水溜りで畑にいつも水しぶき

が
かかって困っていたという相談で改善したことがあり、その時の方で今井さんに相談したらすぐしてもらえたと
喜
んでいてくれました。暖かいお茶の差し入れをいただきました。
友の会の新年会や新春の集い、事務所開きのお誘いなどをさせていただきました。国保署名も快くしてい

ただ
くことができました。
高齢者の方が一人で留守番をされていて、嫁にかばんも取られて病院にもいけないと訴えられました。痴呆
が
あるのか虐待なのか判断が難しいところですが、食事や，洗濯も家族の方がしているようなので緊急性は本
人
が訴えるほど内容に感じました。
介護保険も受けていない様子でした。名刺を置いて何かあったらお電話くださいねといって帰ってきました。
●広陵町、支部の方と訪問。つながりのある知り合いのところに案内していただきました。

顔をあわせたことのある方が多く、4年間の実績パンフレットを届けてきました。
●3部赤旗日曜版が増えました
とても暖かくいいお天気で訪問しても楽しく心地よいウォーキングでした。

・・・・・孫の不登校と病気の件
手術後のことが気になって訪問しました。無事終わったそうです。今日から食事も少し食べられるようになっ
て
きたとか。ほっとしました。
●古典講座を視聴
●地元のとんど。10時からの火入れですが、成人式のため少し早く注連縄や破魔矢などを届けました。いい

お天
気で何よりです
●広陵町の成人式に参加しました。毎年ながら少しやんちゃなグループがいるものですが、今年はきちんとし

1/10 月

て、ざわつきは気になったものの無事終えることができました。
新成人が一番しんと静まり返っていたのは、誓いの言葉で自分たちの代表の発言のときが一番集中してい
たよ
うに思います。
閉塞感の時代ですが、戦争のない世界や核兵器のない世界が現実のものになる時代が来ています。20歳
の
若い人たちがたくさんのことを学んでそれが人々の幸せにつながるように行かせる社会にしていきたいと思
いま
す。何はともあれ成人式おめでとうございます。
●上牧町共産党後援会新年会

三味線に合わせてソーラン節やお座敷小唄などお正月らしい新年会でし

た。
●広陵支部会議と新年会。ぜんざいを囲んで新年の抱負。久しぶりの顔もそろいいよいよです。
●北葛城郡選対会議

新しい年。15日グリーンパレスにて友の会の新年会。20日の新春の集い、23日の事務所開きと続きます。
●河合町訪問、赤旗日曜版1部増えました。

野外活動センターのことでPTAでがんばっている会長さんにお会いすることができました。子供にとって自
然の
教育がいかに大切かをセンターの所長さんのお話を聞いて感激され今度地元の小学校の研修に来てもらう
こと
になっているそうです。
県議会で請願が全会一致で可決したことを伝えると喜んでくれました、こちらが元気をもらえるような素敵な
お
母さんでした。
●奈良県手をつなぐ育成会、成人式に参加させていただきました。橿原万葉ホールでの成人式はとても心温
ま
る式でした。20年間本当にここまで元気に育ったことを心からお祝いしたいと思います。

1/9

日

10人の新成人の方がまず親御さん花束を贈呈。また恩師の先生も参加されて先生にも花束を渡していまし
た。
来賓の方のあいさつのあいだ動き出したり声を出したりするのを親御さんが止めようとしているのを見て、
知事
は楽にしてくださいといわれてなごやかな雰囲気になりました。20年間それぞれの人生を歩んできています。
きっと障害のない人にはわからないたくさんの事を見てきたのではないでしょうか。皆さんが障害があっても
親
がない後も心配なく暮らせるようにしたいという夢を語っていました。
会場にいた全ての人が同じ夢を見たのではないでしょうか。みんなで見る夢は現実になる。障害がある人が
普
通に暮らす時に支援の量にあわせて不安がかかるやり方は根本から間違っています。夢が現実になるよう
に決
意新たにしたひと時でした。
恩師の先生が毎日何かが起きている大変な日々をとても懐かしんでおられました。私も教員免許と養護教
員
の免許を取るのに出身中学の普通学級と、特別学級と2回教育実習をさせていただきました。
普通クラスでは質問してもすぐに返事が返ってこなくて、得意なことを聞いても遠慮気味でしたが、特別クラス
で
は少しできることをとても自信を持ってしてくれました。特別学級での思い出のほうが楽しかったことを思い出
しま
した。
●香芝の北今市の168号線の橋の付け替え工事に関して住民から振動や騒音粉塵などの苦情があるとのこ

と
で池田栄子議員と訪問してご意見を伺ってきました。
ページトップへ
1/8

土

●広陵町消防出初式

ご挨拶をさせていただきました。今回女性隊員の方が勤続5年間で13名表彰をされました。奈良県で女性
隊
員が多いのは上からは奈良市、十津川村、橿原市、広陵町の順番人口比から見てもがんばっています。
私は豪雪で孤立化した集落が10世帯65歳以上がほとんどの地域で元気な人がまわって食料が切れていな
い
かなど訪問声かけして励ましあっていたことを紹介させていただきました。さくねん児童虐待や消えた高齢者
な
どの問題がおきましたが、今年はそうしたことを起こしたくない。そのためにも力をあわせて災害に強い暖か
い連

帯のある町にしたいと抱負を述べさせていただきました。
パソコンの整備
●自治労連の新春旗開きに参加。自治体労働組合連合会としては今年初めて旗開きを行ったということで

す。
昨年は医大の動物実験棟で働いていた労働者の方の不当解雇の問題でいろいろ議会でも取り上げさせて
いた
だきました。
当時裁判でお世話いただいた弁護士さんにも初めてお目にかかりました。若い弁護士さんがとても熱心に
取り
組んでいただけたことを大変うれしく、心強く感じましたもっともっと連帯を広げて一人で悩んだりすることがな
い
ようにがんばって生きたいと思います。
私も挨拶させていただきましたので共産党県会議員団の6人以上の当選を目指してがんばる決意表明をさせ
て
いただきました。
●県委員会総会
●王寺駅幡野議員と早朝宣伝
●介護保険のまとめ

1/7

金

介護保険が始まってから日本の福祉が応能負担から,応益負担に変わりました。保険料が払えない人が毎
年
増えています。最も介護を必要とする人に介護保険は使えない制度になっています
福祉にだけ自己責任やコスト意識を煽り立てて消費税の増税ではますます経済の再生はできません。この
おか
しな政治の流れを、まっとうな政治に変えていかなくてはと思います。
●広陵町支部会議に参加
●今井事務所の看板の件
●北葛城郡選対会議

・・・・・医療費の問題
●今井事務所の水の漏水を検針員さんが見つけてくれて、水道やさんに原因を究明していただきました。外

の
地中の管が外れていたそうです。昨年の雨の後から水はけが悪く気になっていましたが、原因が解明できて
ほ
っとしています。
1/6

木

●お世話になった方のお見舞いに学研都市病院まで行ってきました。難しい手術が成功してリハビリは必要

で
すが、歩けるようになるそうです。医学の進歩には脱帽です。
シンプルな建物でしたが、明るくて無駄のない造りでした。
●河合診療所に新年の挨拶
●地区委員会総会

1/5

水

●広陵町、広陵町商工会主催による平成23年度、新年賀詞交換会にはじめて参加させていただきました。

フリージャーナリストの坪川常春氏の講演会、今年の政治と経済についてお話を伺いました。
政治が激動。3月がひとつの山場。予算が通過できるかどうか、小沢氏がどう出てくるか、一斉地方選挙と
一
緒に衆議院選挙も行われる可能性もあり、自民・民主・公明の大連立、消費税問題とTPP、沖縄 。民主党政
権
はなんだったのか、選挙のたびに結果が違うのは政治家が悪いのか国民が悪いのか。
経済ではタンス預金が80兆円以上ある、さらに今年は13兆円の郵貯の満期の時期。平成3年が最も金利が
高
かったとき、10年定期、さらに10年定期で今年、金利が安いときに株などの投資に向かう可能性金銀,のどの
貴
金属の高騰。
この10年でインターネット環境大きく変わった。さらに今後10年、新聞や書籍が紙から情報機器で読み取る
こと
ができる時代に変化。将来を見越したビジネスチャンスを見ることが重要。
40分間の話ですが、面白く聞かせていただきました。
たくさんの方が参加されてご挨拶ができよかったと思います。
着物で参加しました、和服を着ると皆さんがとても喜んでくれます。和服の持つ力があると思います。
すぐに着られるように、帯の作り方を研究して10分で着付けができる方法を生み出しました。
用意するもの
帯、ここでは袋帯を使っています。 帯板、帯締め、帯揚げ。腰紐1本を半分に切る
帯を切らなくても簡単帯ができます。
準備
帯の幅の5倍のところで、最初にお太鼓を作って糸でとめます。残りの帯は横長半分に折って。ウェストプラス
10
センチの長さで半分におり、折り目のところに角に半分の切った紐をつけます。お太鼓の裏の中心にもう1本
半
分の紐を縫い付けておきます。
帯の締め方
帯枕に帯揚げを巻きつけ背中に背負い込みますとりあえず胸の上で縛ります。帯の中央部分に帯板を入れ
ま
す。
帯を体に巻きつけて、落ちないようにしっかりと帯に縫い付けた紐で結びます
右手の人差し指で半分に折った帯のところに指を入れて帯を締めます。お太鼓の下に隠れるように形を整
えま
す
最後に帯締めを巻いてしっかり締めます。帯揚げの形を整えて出来上がり
これができればもっと着物人口が増えるのではないかと思います
こんなに素敵なものをたんすに眠らしておくのはもったいないと思います。みんなが着たら世の中がもっと華
やい
で明るくなるような気がします。
●地区常任会議

・・・・・河合町生活相談 伺いましたがお留守でした
大阪まで母の仏壇を拝みに行ってきました

・・・・・生活相談２件 家のこと
●今日から県庁の初出、県議団で新年のご挨拶をさせていただきました。
●京都南座の前進座。正月公演、滋賀県と奈良県の後援会の取り組みで、公演の前に花道をとおって南座
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の
舞台の上で紹介をしていただきました。
滋賀県では高校統廃合の反対の運動が広がっているそうです。
切られお富、7代目嵐芳三郎が熱演です。席が花道のよこで、真近で迫力ある演技を楽しむことができまし
た。
帰りに山村幸穂議員と八坂神社におまいりに行ってきました。お店で並んでいるものがかわいいものがい
っぱ
いで歩いているだけで楽しくなります。 このような商店街が奈良にももっとあればいいと思います.。

朝からお葬式に行ってきました。31日にお亡くなりになり、72歳男性若すぎるお別れです。いろいろお世話
にな
りました。ご冥福をお祈りいたします。
主人の姉や、弟もきて総勢13人の新年会 大忙しでした。
鍋なべを囲んで団欒しました。 年にいちど元気に顔を合わせることができて幸せです。
箱根駅伝も、面白く見ることができました。ただただ一生懸命走る姿に感動です。
ハル君がハルは千円を4枚ももっていると得意げです。夫が100円玉5つと変えてやろうかというとそれはだめ
で
すと分かっています。
去年だったら玉5つのほうをほしがっていたはるくんでした。
次女が家族で帰省
家の掃除や片付け、お迎えの準備と大忙し。孫たちが大きくなってきておもしろい、ももちゃんおでこが熱い
ね
と娘が言うと、お母さんは、お化粧があつい とさらりと言い返し、そのてんぽのはやさと嫌い変えのうまさに
拍
手です。
不思議の国のアリスは、同時に6つのことを考える女の子でいつも何かやっているそうです。
次女もそんなところがあったので変なところが似ていると感心します。
ページトップへ
粉雪が舞う寒い元旦です。近くの長福寺に除夜の鐘をつきに行ってきました。
5時頃から三輪神社に初詣、おみくじは中吉でした。若い青年のグループがおみくじを見せ合いながら、待ち
人ってなんやなど意味がわからないようでした。それでもおみくじを引くのって面白いですね。
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11時から王寺駅で元旦宣伝。上牧町東充洋議員、石丸典子議員、河合町南口芳江議員、王寺町小山郁
子さんなどそっろて宣伝させていただきました。地区の豆田委員長や青木選対責任者、王寺支部の人もさ
んかしていただき、お日様も見方をしてくれて元気よく宣伝させていただきました
みんなが笑って暮らせる政治にしたいもの。統一地方選挙でがんばる決意を表明しました。
娘の家族と一緒に新年会。御節をほとんど食べてしまってから写真を撮り忘れていたことを思い出してま
た詰めなおしてパチり。鯛もひっくりかえして記念写真です。
ページトップへ

