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5/31 水

5/30 火

5/29 月

5/28 日

5/27 土

5/26 金

5/25 木

○五位堂駅前早朝宣伝、教育基本法の改正問題など訴えました。
○新聞拡大民報1部
○生活相談・・・土地の問題
○施設見学の依頼
○大淀高校のし尿が吉野川に不法投棄されていたとのこと。
○心理学セミナー,衛藤先生による。ゲシュタルト療法、森田療法の勉
強をしました。
1枚の絵が。若い女性に見えたり、老婆に見えたり。いったん思い込
むとなかなか違え立場に見れない。固定観念を捨てる。あるがままを
受け入れる。さまざまな事例を紹介しながら、笑っているうちにあっと
いうまに時間が過ぎていきます。
○奈良民医連2年目職員研修憲法について講義
○障害者施設について
○赤旗の進め 日曜版3部、民報3部
○昨日で、杏町ハイミール横の水路の汚泥の処理が終了したとのこ
と
○障害者手帳の書き換えについて
○奈良民報原稿
○憲法学集会のレジ目
○奈良県教職員組合。奈良市教職員組合に教育基本法の改悪問題
で共産党に発表した、みんなの声と運動で教育基本法改悪を止めさ
せようの見解を持って申し入れ。
○奈良県教育委員会にも同様の申し入れ
教育基本法の改正問題はまったく相談なく行われ、与党では70回も
の会議で検討したと言うが議事録もなく国会に突然提案。
教育をまじめに考える人々は立場の違いを超えて一緒に力を負わ
せることができると感じました。
○下市町矢野議員から。子供を守る県の対応策について問い合わせ
がありました。
○健康祭り。高田市の恒例になっていて盛大です
長生き節を披露しました。ダンシングチームがなかなか集まれなか
ったのですが、若い職員さんに頼んで何とか形になりました。
私は今回歌で行くことになり。わざわざ音を声に合わせていただき
それなりに歌うことができました。
○少年補導条例の署名を集めました。
○広陵後援会の焼きそばの売り子、20億の会の店番など大忙しでし
たが、以前の患者さんにたくさんお会いできてよかったです。
○お通夜に参列

親子どんぶりサラダお
味噌汁

お弁当をいただきまし
た

玉子焼き、マーボーナ
ス、味噌田楽
あすぱらのかつおまぶ
し

ご機嫌です

ページトップへ
朝から訃報、先日お見舞いに行っていた方がお亡くなりになりまし
た。
○憲法学集会のレジ目作成
自分が講師になるのが一番勉強できます。
おやすみです
○ダビィンチ・コートを見てきました。満席で前しか開いていなくて首が
疲れました。最後の晩餐に隠されたなぞは。
もうひとつよくわかりませんでした。
○9条の会のお誘い。回っているとこの方にもお誘いをと広がってい
きます。憲法9条を変える動きや教育基本法改正の動きに不安な気
持ちを持っている人がたくさんいることがわかります。
○少年補導条例説明会
○生活相談・・・県営住宅の管理問題。引越しのときに畳。家電をお
いたままで行かれて町の粗大ごみでも持っていってもらえず困ってい
るとの事。
過疎地域の高齢者の実情について。最後まで村で暮らしたいが施設
がなくて困っているとの相談あり
ＮHKのきらりを毎日見ています。ピアノの場面が出てきたら、はるちゃ
んがピアニカを持ち出して、ぷーと鳴らして狼と言ってびっくりさせよう
と必死です。
音が鳴るたびに、狼怖い。とびっくりすると何度も何度も面白がって

玉子焼き。グリーンア
スパラの肉まき、きゅう
りとわかめの酢の物
ほうれん草とじゃこの
おひたし。佃煮梅干

5/24 水

鳴らしていました。いたずらをするときの顔は輝いています・
○県議団会議 6月議会に対する対策
新聞によれば少年補導条例の県警の説明会に220人が参加したとの
こと
○中南和地区常任会議
○生活相談・・・障害者施設の虐待問題、入所者への人権侵害の状
況。少しでも意見を言えばすぐにクビになるなど職員に対する無権利
状態。奈良県の福祉の遅れを痛感します。
○アスベスト相談会のビラ配布 何人かの方にご苦労様と声をかけ
ていただきました。
○五位堂駅前早朝宣伝 タクシーの運転手さんに声をかけたら知り
合いのかたでした、「あんたの声聞いたらすぐわかる」と激励してくれ
ました。
法隆寺から電車で奈良に
○笠形県営住宅の不法投棄問題で県の担当課より現地調査の報告
あり一般廃棄物とのこと。
○身体障害者手帳の書き換えについて。
○20億裁判の宣伝近鉄奈良駅前
○20億裁判第16回公判、谷口保理事長の証人尋問でした。
知りませんと言う答えが多かったのですが、食肉センターの残渣処
理については、今日は１頭，明日は2頭では人件費も出てこない、世
話をしているのはこっちのほう、どこもとりに行く者はいないと言って
いました。
また組合にする以前のほうが売り上げが多く、組合になってからは
赤字。協業化しているのに従業員は個人のときの人がそのまま。
組合の総会も1度も開かれていないことが判明しました。

王寺の陸橋のところで
アスベスト相談会のビ
ラをまきました

玉子焼き、ウインナア
スパラの豚肉まき、切
干大根の煮物、小松
菜とうすあぐぇのおひ
たし、エビフライ

○高田法隆寺線の拡幅問題。河合町が計画決定をしているが事業
化はいつになるか不明とのこと
○県警の不祥事問題で懲戒処分になったと報告あり。
心理学セミナー。今日は心と体のバランスで催眠療法を勉強しまし
た。
○9条の会のお誘い
日本が外国から馬鹿にされている。やはり軍隊は必要と言う意見の
方。国民保護法の動きや。イラクの問題、教育基本法など話して、戦
争は反対で一致。9条の会に賛同いただきました。
被爆者の方にもお誘いに。被爆体験を聞かしていただき、ご夫婦で
賛同。話をして呼びかけることが大切であると感じました。
同和不正を正していることを話すとかなりの頑張りがないとできない
ことだと激励していただきました。
5/23 火

お弁当はお休みです
○河合町高田斑鳩線の道路の拡幅計画について地元の方から相談
あり、高田土木に確認。交差点改良は終わっていて特に計画はない
とのこと。
○第2浄化センター横の道路が危険で車が見えにくいとのことを以前
要望していましたが草を刈ってくれたとのことでした。
○地域防災計画と国民保護計画の自主防災組織について調査。
○リュウマチの医療について相談
○身体障害者の等級変更について
○ヤマトハイミール横の水路のヘドロの除去工事が実施される、現地
で確認、以前見たときは温泉の硫黄のにおいがひどく水も褐色になっ
ていましたが、水で薄めているとのことで水路の水は少しきれいにな
っていました。ヘドロが１５センチくらいたまっているらしいとのこと。

5/22 月

5/21 日

○広陵町９条の会にハイってほしい方に呼びかけに行ってきました
「若いころは憲法を守るのが当然と思っていたが、今は変えたほうが
いいと思っているとのこと」９条の変更がアメリカによって求められて
いることや。日本は９条があることで国際社会では権威があることな
ど、話しました。仕事中でもあり。またゆっくり話をすることを約束して
きました。
○障害者施設の虐待問題

溝掃除の現場

長生き節のことで連絡あり、昨日会場がひとつになって踊れてよかっ しゃけ、ほうれん草の
バターいため。金平ゴ
たとのこと、今度は来週の健康祭りです
ボウ野菜炒め、プチト
マト
朝から晴天でした。
○第５７回北葛城郡体育大会開会式が上牧県民グラウンドで開会さ
れました。
○のどか村の赤旗祭りに参加。バザーでは電気が通じなくてフランク

フルトが焼けずどうしようかと言うトラブルもありましたが後援会の皆
さんの協力で何とか乗り切れました。本当に有難うございました。
オープニングでは地方議員が壇上に上がって全員紹介、うたごえ喫
茶、長生き節の歌と踊り、と大忙しでした。
長生き節がたくさんの人に伝わり増税も、憲法改悪もストップさせる力
になればいいと思います
中野明美さんが参議院予定候補になりました。
山下よしきさんも駆けつけてくれた力強い挨拶が行われました。
春待ちファミリーバンドの演奏，のこぎりやバケツのベースなど神戸の
震災の後、自らも被災をしながら音楽を届けようと集まった元気な仲
間のバンドです。思わず知らないお隣の人と手をつないで体操のよう
な、踊りのような楽しいひと時を過ごしました。
このパワーでがんばりましょう、川上村のししなべでパワーをつけまし
た
ページトップへ

5/20 土

先日当てたパーマがくるくるでいくらがんばっても決まらずもう一度
行ってきました。今度はふんわりとなってめでたしめでたし。お金を取
りませんでした。
赤旗祭りの、買い物、資材運びでのどか村に行ってきました。実行
委員の人たちがテントを張っていて何をするのも縁の下の力持ちが
いないと進まないですね，明日晴れることを祈っています。
○健生会の評議委員会がありました。
お休みです
厳しい医療情勢ですがみんなが力をあわせてよい医療を目指して そうめんを食べました
がんばっている様子がわかりました。
娘が、明日のバザーにとクッキーを焼いてくれました。なかなかので
きばえです。
長生き節の歌詞を模造紙に筆で書きました。
６番が一番好きです、長生きしててよかったと思える世の中に。 明
日舞台で、歌と踊りをします，ぜひおいでください。
新聞の切り抜き、記事が多すぎて裏面にほしい記事が出ていたりして
なかなか大変ですが、自分の中で、問題点を整理するのに役立ちま
す

5/19 金

○午後から、王寺の金田議員と町内を宣伝しました。
スーパー前で宣伝するときはいつも買い物をついでにしています。
金田さんが演説中に夕ご飯のおかずを調達しました。
自転車を止めて聞いてくれる人もいました。
昨日衆議院を通過した、医療改悪のことを話し、教育基本法、憲法
改悪、小泉構造改革、奈良県の少年補導条例や２０億問題など、話
題が多すぎます。
共謀罪については与党が見送ったようです

ちらしずし、鳥のから
揚げ。なっぱのすみそ
あえ。金平ゴボウと牛
肉の煮物「、ジャガイモ
のあげに

○９条の会の呼びかけ
○赤旗祭りのお誘い
5/18 木
○生活相談・・・障害者施設の虐待問題
○日曜版１部拡大

えんどう豆の卵とじ
春雨サラダウインナソ
ーセージ、レタス、大学
芋、梅干

○王寺民報原稿作成
○各派代表者会議，議会運営委員会
○北葛城議員会議、赤旗祭りの出店相談
5/17 水
○子育て世代と党を語る会にこられた方に共産党に入っていただき
ました。
○心理学セミナー、今回は人間発達の心理学でした

5/16 火

広陵町の役場に、明日行われる沢の地域のアスベスト検診について
内容を聞きました。以前アスベストを扱っていたたつみやさんが検診
車を用意して実施されるそうです。
この間、県議会、町議会、と共産党が要望を続けてきました。
王寺周辺はニチアスがその責任において相談や検診を行ってきま

玉子焼き，ししゃものフ
ライ、なすとピーマンの
味噌いため金平ゴボ
ウ、きゅうりとわかめの
酢の物，いかなごの釘
に

したが、広陵町の場合は住民の不安はあるものの具体化がされてき
ませんでした。
○奈良医大に行ってアスベスト問題の調査をされている車谷先生に
お会いしお話を伺ってきました。
尼崎のクボタ周辺の相談に乗っている住民団体から、職歴に関係
なく中皮腫が発生することがあるのか相談されたことがきっかけだっ
たそうです。
１０万人に一人と言う中皮腫が狭いエリア内で３人発生、ちょうどク
ボタが近く、会に参加していた元クボタの職員の人がすでに問題が発
覚していたクボタが原因ではないかと会社に問い合わせて会社が因
果関係を認めたということです。実際に職歴がなくてもその地域で生
活をしていたり中学校に通っていたりなど。住所地でなく生活エリアが
問題であるとのこと

玉子焼き、こんにゃく
の金平。ウインナちく
わの明太子詰め、たま
ねぎ、小松菜,の卵と
じ、シメジ昆布、梅干

○映画「明日への記憶」を見てきました。
渡辺健、樋口可南子が若年性アルツハイマーになっていく夫と妻を
丁寧に描いていました。家族とは考えさせられる映画でした。お勧め
です

5/15 月

○子育て世代と日本共産党を語る集いに参加しました。
若いお母さんを誘って行きました。八重桜会館の部屋には県下の各
地から集った若いお母さんが大勢着ていました、山下よしきさんが自
分の体験を踏まえながら、世界の流れと日本を比べて話をしていただ
玉子焼き、小松菜とち
き、あっという間に時間が過ぎていきました。
くわ、薄上げの煮物、
高野豆腐とえびの卵と
○広陵９条の会の相談会に参加。
じ
ウインナ、ジャガイモの
イチゴジャムを作りました
明太子和え。きゅうり、
人参の額づけ、梅干、
ごま塩

5/14 日

朝から晴天に恵まれました
みっちゃんファンクラブで第４回広陵町の古墳と文化財めぐりを行い 天神社の縄
ました,坂野平一郎古文化会会長の案内で与楽寺の胎内菩薩，ぼん
じ池、田中の天神社，常念寺を回りました。同じ町内なのにどこか遠
いところに行ったような感じがしました。
広瀬は広陵の北東に位置していますが、昔からの風習があちこち
に残っているとのことでした。
胎内菩薩は会長が４６年前に羽田一郎さんの連れてきてもらったと
ころだそうです。奈良県で１番古い弘法大師の坐像があり、その横に
厨子の中に入って１１面観音がありその胎内に安置されていたのが ぼんじ池
国の重要文化財に指定された胎内菩薩だそうです。
今明日香村の高松塚や木トラ古墳のカビが生じた問題で国の文化
庁のずさんな管理が問題とされていますが，この観音様は空調設備
をしっかりして構成にも伝えられるように大切に保管されていました。
天神社では境内一面に綱が張り巡らされていて毎年正月の第１日
日曜日に村中で縄をなって人間の胸の高さまで渦巻きにしてその中
に厄年の人を入れてお酒を巻いて綱を張り巡らせるとか。大変興味
丸山古墳
深く説明していただきました。
みんなで持ち寄ったおにぎりも最高でした。
今日は母の日と言うことで子供たちからプレゼントをもらいました。
お通夜に参列しました。１００歳でした、うたごえ喫茶の看板を書いて
くれた方でもありました、キリスト教の教会でのお通夜は仏教とは違
い、その人がどのような人生を送ってこられた方なのかをしのぶこと
ができ、しめやかでいいお通夜でした。

常念寺の境内にある松ノ木
ページトップへ
○新婦人スイトピー班、モーニング班会議を開きました
オランダ屋という地元の少しおしゃれな喫茶店で、モーニング。飲み
物代金に６０円プラスでokです。
いろいろな種類があって迷ってしまいますが、キャラメルティーを頼
みました。焼きたてのパンがとてもいい匂いでした。

5/13 土

5/12 金

5/11 木

5/10 水

5/9

火

○７町の合併問題懇談会に参加。県の市町村合併構想について報
告しました。今問われているのは，政治とは何をするものか、自治体
とはどうあるべきかだと思います。
所得の再分配を行いあるところからはまともに払ってもらいすべて
の国民の最低で文化的な生活を保障することがそもそもの役割、小
泉改革は病気，障害，介護，子育て，失業など本来社会保障の対象
であることを利潤追求の市場として、営利企業の参入を進め、最低生
活もままならない多くの人を生み出しており、保険料を払えない人に
は保険証を渡さないと言うように。自治体が住民を苦しめるところにな
ってきており、その大元を正していくことが今大切ではないかと議論し
ました。
５月らしいさわやかな１日でした
○奈良市に対して２０億の会で申し入れ,悪臭対策の改善を要望、５
月２２日水路の清掃を行うことになりました。
○市町村合併問題資料作成
○池の問題
○弁護団会議
○中南和地区委員会総会
○新婦人の会のお誘い
○みっちゃんファンクラブのお誘い
○生駒市の病院問題で県との話し合いに参加
○県議団会議
○河川工事の住宅の被害問題、県の話し合い
○健生会友の会三役会議。健康祭りの取り組みについて
お見舞い
○中南和地区常任会議
○みっチャンファンクラブ世話人会
教育基本法反対の集会の記事を赤旗で読みました
「愛国心、言うなら米軍基地なくせ。」のゼッケンをかけて参加された
人がいたそうです。 おみごとです。
○五位堂駅雨早朝宣伝、ニュースを配りました。
高校生の子が、くださいと取りに来てくれたそうです。
法隆寺から電車で奈良に行きました。
○生活相談２件・・・
14歳で海軍の志願兵としていかれたと言うｙさんが相談に来ました。
国の軍歴を確認してほしいとのこと、小学校を中退になったためその
後の人生でまともな就職もできなかったとのこと。卒業証書の発行し
た記録は残っているがもらっていない。など。。。戦争がいかに人間の
人生を狂わせてきたのか垣間見たような相談でした。
重度障害者の子供さんを持つ方が相談に。障害者基本法では重度
障害書のことはきちんとするとしているのに支援日になったら話が違
うとのこと。これまで通所に月７０００円でよかったものが、同じサービ
スで４００００円かかる。
送迎を削って２６０００円にしているが、３年間の経過措置が外れた
らこれからどうなるか不安とのこと。
○大滝ダム問題で、和歌山県議団と国土研の先生を招いてレクチャ
ーを受けました。
水をためないことが１番安全とのこと、国の基礎資料を公表させる
必要があるとのことです。和歌山県では下流の水害が大きな問題で、
水そのものの需要は足りているとのことでした。
○心理学セミナー参加 心理テストを学びました
今日は１日中キャラバン宣伝。日焼け止めクリームをいっぱいつけて
宣伝カーに乗りました。広陵町の百済広瀬沢などを中心に午前中宣
伝。○午後からは真美が丘,河合町を回って最後は王寺駅でした。

玉子焼き、ちくわのき
ゅうり詰めほうれん草
のじゃこ
味の南蛮漬け
ポテトサラダ

１５箇所宣伝
子供たちがよく手を振ってくれました。
がんばってくれてご苦労様と声をかけてくれたひと・・・宣伝すると元気
が出ます。
○15日の子育て世代と党を語る集いのお誘いをしました。

玉土焼き、ウインナナ
スとピーマンの味噌い
ため
煮豆、大豆、人参こん
にゃく、鶏肉、刻み昆
布、えびの甘辛に じ
ゃことしょうがのご飯

○生活相談・・・1件笠形の県営住宅のごみの不法投棄問題について
○市町村合併について市町村課よりレクチャーを受ける
37自治体が合併協議会の経験があるので今回は前回ほど時間は
要しないとのこと
合併したところも含めて再度合併案、奈良県を１１市にする構想、合
併の成果はもっと時間がたたないと出てこないとのこと
○アスベスト問題の学習の講師のお願い
○みっちゃんファンクラブのお誘い
5/8

月

○議員団学習会、障害者自立支援法,、山下よしき参議院予定候補
が挨拶に来てくれました。いつもさわやかな心に残る挨拶をしてくれま
す、がんばろうと思います。
○幼保一元化問題について
イトーヨーカ堂に食事と買い物に、母の日の子供の作品が展示されて
いました。みんな笑ったり、やさしそうな顔のお母さんでしたが、その
中に目が釣りあがってオニと書いた作品がありました。ちょっとドキッ
としました。
○２０億事務局会議
○民青同盟のことで相談あり

玉子焼き、ごぼうの金
平。鳥のからあげ。に
らとちくわの炒め物、
人参
ごま塩、梅干

天理に早瀬さとこ展を見に行ってきました。今回で4回目
20歳になりました。詩だけの展示ですが20歳のみずみずしい完成が
私にはまぶしく思えました。
5/7

5/6

日

土

今日でゴールデンウィークが終わりです。明日から又忙しくなりま
す、頭を慣らすために学習をしました。
ハルちゃんをトイレに連れて行って抱えて座らせようとすると「ちが
う」といって便座のところをあげて便器の上に立ってオシッコをしたの
でびっくりしました。
○生活相談・・・・1件 県営住宅の問題

掘
りたてのたけのこをも
らいました
早速今夜のおかずに、
たけのこ、人参。鶏
肉。刻み昆布、こんに
ゃくの煮物です
ページトップへ

母が帰るので見送りに
ハルちゃんは駅のフェンスにしがみついて特急電車が通るのを見て
いました。じっとしているのが嫌いな母は、レンジを磨いて、トマトと、
なすと、ピーマンの苗を買ってプランタンに植えていきました。
○新婦人ニュースを作成配達。
明日から雨になりそうとのことでみっちゃんの宅急便を地元に配布し
ました。

5/5

5/4

金

こどもの日でした。こどもの日とは 母に感謝する日だそうです。母を
連れて奈良町を散策に行きました。
次女がももちゃんを連れて帰省、とてもにぎやかでした
明日で25歳になる次女の誕生日を祝いました
生活相談1件 生活保護について

木

朝からこの島のイベント魚のつかみ取りに挑戦しました。
気持ちはやる気満々でしたが海に入ったら水が冷たくて、しかも網
で囲った中に魚を放してとるのですが、魚は逃げようとして網の深い
ほうに行きますので腰までつからないととても取れません。
軍手だけはめて大きな袋ももって足だけぬらして引き上げてきまし
た。結局収穫・・・０
今度のときはその覚悟でいきます。
東海の松島と言われるように小島がたくさんあってとてもきれいなと
ころでした。たまたま見つけなければ行くことはなかったところです。

魚のつかみ取り

5/3

5/2

5/1

水

火

月

母を連れて旅行に行きました。
知多半島の先にある篠島です、直前まで計画もなかったのですが、
インターネットでたまたまあいた宿を見つけてそれがこの島でした。
人口2200人、小学校が廃校になり港の塀に子供たちが残した卒業
制作の思い出の絵が飾られていました。
お寺や五重塔、鹿などならに修学旅行に来てくれていたことがわか
りました。
電車に乗ってバスに乗って船に乗って、渋滞もなくよかったです。
おいしい魚料理をご馳走になりました。たこが丸ごとゆでられて出て
きたのはびっくり もうしばらくたこは食べたくありません。
○みっちゃんの宅急便の原稿写真の打ち合わせ
○赤旗祭りの長生き節の打ち合わせ
○生活相談の連絡
○新婦人の班ニュース作成
夏物の服を出して入れ替えをしました。部屋の片付け、やっと片付き
ました。
晴れた五月の青ぞーらーを
今日はこの歌にぴったりの初夏のような1日でした。
○メーデーに参加
宣伝カーからデモに参加の皆さんに連帯のエールを送りました。
○赤旗新聞の拡大、日曜版8部、奈良民報11部声をかけてみるもの
です。
○自治体部の会議
○新聞記者の取材を受けました。

ＮHKの社員食堂で
定食を食べました
親子どんぶり、冷
奴、お味噌汁漬物
510円

ページトップへ

