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ご意見やご要望は
　こちらのメールで

8月　　

9/30 土 
 

○上牧町後援会総会
町の財政分析、や議会報告。県議会の報告もさせていただきました
○上牧町あいさつ回りと新聞のお勧め。石丸議員と。民報と日曜版
が増えました。安部内閣に危機感を持っている人が多く、９条は守り
たいとの意見を聞きました。
○赤旗の集金

今日はももちゃんの運
動会でハルちゃんが応
援に行くことになり朝
からおにぎりのお弁当
を作りました

9/29 金 
 

○議案書調査
○お葬式参列　８３歳の男性、以前から病気でしたがご冥福をお祈り
いたします。
○王寺町、幡野・金田・吉川議員。挨拶と新聞のお勧め。日曜版１部
　病気の方がたくさんおられました。国民健康保険料が払えない。地
番の問題、工事の振動で家屋の被害があるなどたくさんのご意見を
聞かせていただきました。橋が無駄遣いという意見が複数の方から
出てきました。
　自民党を支持しているという人は、借金を誰が払うのか、これをしっ
かり考えて改革してくれる安部総理に期待していました。
　私は借金の原因が何かをはっきりさせることが大事。無駄な公共事
業や、軍事予算、企業が儲かっても働く人の賃金が上がらないなど話
して赤旗新聞を見せると、たまには勉強してみると宣伝紙を受け取っ
てくれました。

　夕方美容院に、パープルを呼んでいたら奈良県の宝物探しの紹会
が載っていました。先日議会で応募状況を聞いたのですが３０件との
こともっと紹介をと要望していました

玉子焼き、巨砲
小松菜の白和え
酢豚風ミーとボール、
ウインナ、なすびとあ
げの炊き合わせ

9/28 木 
 

○生活相談
○理科の実験に関する教育委員会の対応について
○議会運営委員会
　昨日、本会議休憩後再開のときに議員の出席が悪く議会がなかな
か再開しなかったために、そのようなことのないようにと意見を述べて
おきました。今日は発言の効果があってスムーズに再開となりまし
た。

○一般質問
○生活相談・・・介護保険のベッドの問題、制度で救済できないため
個別相談に応じるとのこと。
　年金をかけていたにもかかわらず、６０歳になったら社会保険庁か
ら収めていないとの通知が届いたとのこと。
　領収がないと確認できないといわれた。４０年もとっている人はいな
いので向こうのミスの場合どうなるのかとのこと。

○決算委員会が13日から開かれることになりました。
○葛城北民主商工会佐藤事務局長のご苦労さん会
○みっチャンファンクラブ役員会

9/27 水 
 

○五位堂駅早朝宣伝、香芝市藤本みやこ市会議員と
○県議会議会運営委員会
　本会議、一般質問知事が答弁の中で議員の皆さんにお願いがあり
ます、政府に要望など行く時には福祉の実情を国に伝えてください、
といっていました。印象に残りました

○議案調査
○20億の資料
○生活相談・・・ダブルストマの人。１ヶ月８万円の年金からストマ代金
３万円を支払うとのこと。さらに生活費の不足をキャッシュローンを借
りたため其の支払いが月２万円。お金を返して又借りて。
　介護保険の要支援になったので介護ベッドを返還しなくてはいけな
いが、傾斜角度がないと便や、尿がもれてしまうとのこと。自立支援
法になるのでストマ代金も１割負担生活できない。

○土地問題

玉子焼きちくわのきゅ
うり詰め。焼きハム。煮
物かぼちゃ、人参しい
たけ高野豆腐、梅干、
塩こぶ

9/26 火 
 
○県議会代表質問
　自民党の質問で医大の精神医療センターの壁問題に知事はアンケ
ートを行い４５％がこのままで１日も早くオープンが多かった県議会の



議論も考えてこのままでオープンすると答弁しました、県が予定を変
えて行うとは異例です、がんばって議論してよかったです。

　安倍新内閣が発足、近鉄奈良駅前で夕刻宣伝を行いました。
一人の女性がずっと熱心に聴いてくれて終わってから挨拶をすると以
前お母さんの介護のことで相談に乗ってもらったと言われました。
　奈良は選挙区が違うのであまり宣伝しないのですがこんなところで
出会うとはびっくりです。

○20億事務局会議
○パンフレットの原稿

おでんジャガイモ、卵。
大根はんぺんごぼうて
んウインナ、から揚
げ、しし唐のおかか
に、きゅうりとわかめとｊ
しらすの酢の物
塩昆布、梅干

9/25 月 
 

○10月１日に予定のファンクラブの古墳文化財めぐりの案内、お誘い
○友の会ニュースの配達
○大阪府議団よりいつまで続く解同の厚遇について調査依頼あり

　志位和夫日本共産党委員長が、韓国、パキスタンを訪問してきた其
の報告がＣＳ放送されました。
　韓国では空港で５０人ぐらいの報道陣がいたため赤旗の記者がだ
れか著名人が来たのかと後ろを振り向いたら誰もいなく共産党の代
表団に取材だったと言うことです。
　今回の訪問はいずれも国賓としての招待を受けての訪問でした。
　韓国では国会で挨拶や委員からの質問。大学での講演。東アジア
の平和についてではたくさんの学生がつめかけここでも熱心な質問。

　パキスタンではアジズ首相と対談。パキスタンはアメリカの同盟国で
すがイラク戦争には兵をおくらなかったと言うことです、それに対して
アメリカのアーミテージ補佐官から、パキスタンも攻撃する、石器時代
に戻るのを覚悟しろとのおどしがあったそうです。
　イスラムの国では共産党とは席を同じにしないということでしたが、
この間野党外交の中で発達した資本主義国である日本、しかもアメリ
カの同盟国でありながら草の根で国民と結びつき、もっとも長い政党
の歴史を持ち、戦争に反対し、ソ連や中国の不当な干渉も撥ね退け
自主独立を貫いている日本共産党の存在を知って、研究をされてい
たようです。

　志位委員長らも相手国をよく調査して首相の初言も手に入るだけ読
んで今回の会談に臨んでいます。
　この中で世界の平和秩序。テロ根絶の方向、核兵器廃絶について
深く話し合いが行われました。イスラムのこんにちは。アッサラムアレ
イコと言う挨拶の意味はあなたの上に平和をということだそうです。平
和寛容平等をめざすイスラムの理念と、平和平等を求める共産党と
共通するものがあることで一致。
　いまテロが特定の宗教やイデオロギーを背景にしたかのように言わ
れるがテロは犯罪であって、結び付けるべきではない。
　背景にある貧困、疎外を解決しなくてはいけないと一致。

　私は志位さんさすが、と思ったのは核兵器の保有国であるパキスタ
ンで世界で唯一の被爆国の政党の党首として核兵器をいろいろな周
辺諸国との関係で困難なことはあるだろうが世界規模で核廃絶はす
るべきとはっきり主張して一致していることです。
　今回報告を聞いて、今自民党が東アジアで講義こそ受けるもののま
ともな外交をしていません。それは相手を理解せずお金で者をいわせ
ようとするやり方だからです、日本共産党はあの戦争に反対したこと
で相手国から深く信頼され受け入れられています。
世界は大きく変化していることを感じました。
○北葛城郡会議
○五条の大谷議員のお母さんがお亡くなりになりお通夜に行ってきま
した。車椅子にのっても演説会にはいつも来ていただいていました。
ご冥福をお祈りいたします

玉子焼き、ハムもつに
ピーマンとちくわの炒
めにきゅうりのもろ味
酢の物なます
ちりめんさんしょ、梅干

9/24 日 
 
○生活相談の返事
○友の会ニュースの配達

　かぐや姫祭りに行ってきました。
　あんよができるようになったももちゃんは、ベビーカーに乗るのを嫌
がってなかなか目的地にいけません。ハルちゃんは自転車のいすに
座らせて、お出かけは大変です。みたらし団子にかやくご飯を買って
きました

○北葛城郡４町宣伝,中村あつこ参議院予定候補と王寺駅幡野議
員、河合サティ前支部の皆さんが署名に来てくれました、上牧おくや

今井、中村、東
奥山の前で



ま前で東議員、エコール真美。増税に対する怒りを感じました。
　民報の倉橋さんが取材していたらがんばってくださいねとこえをか
けてくれたそうです。

ページトップへ

9/23 土 
 

　今日は夫と尼崎のアルカイックホールまで。貞松、浜田バレイ団特
別講演バレイ、ドン、キホーテを見に行ってきました。
ついでに食事と買い物と、久しぶりのお休みでした。
買い物はつい子ども売り場に足が向いてしまいます。
　主演のキトリ役は正木志保さん、は娘婿の正木あつしの妹です。彼
女が出てくると舞台がぱっと華やかになります。以前くるみ割り人形
でクララを踊ったときの公演を見せてもらいましたが.洗練されて磨き
がかかりよりすばらしくなっていました。
　バレイはせりふがないために踊りや表情音楽、衣装などでストーリ
ーを表現します.出演者がそれぞれの役に会った踊りを披露してくれ
てあっという間の３時間でした。

　帰りは大和路快速に乗りましたが天王寺から人が急に減って奈良
は大阪に比べて人口が少ないなと再認識しました

○赤旗の配達

ドン、キホーテより

9/22 金 
 

○王寺駅前早朝宣伝

　日の丸、君が代の強制をした東京都教育委員会を相手取り処分さ
れた400人の教師が起こした裁判で東京地裁は違憲とする判決を出
しました。
　教育基本法１０条にある教育は不当な支配による介入は許さないと
言うもので当然の結果だと思います。
○２０億弁護団会議
○認定子ども園に関連して資料請求

ウインナときゅうりの串
刺し立つ上げシメジ人
参アスパラの煮物、ご
ぼうと人参のサラダ
玉子焼き、さばの照り
焼き

9/21 木 
 

今日から県議会の開会です
○各派連絡会
○議会運営委員会
○意見書調整会議
　全会一致の意見書が共産党が反対しても通してしまうことがあり、
現在は採決を取らないため反対意見の表明をする場がなく退席とい
う形をとっています。
　そのため議会で賛否をとるように取り扱いをしてほしいと意見を伝え
ました、次回検討すると言うことになりました。

○本会議
○県議団会議
○各派代表者会議
○認定子ども園についての学習会に参加。
　公的責任が放棄されてしまうことは介護保険の二の舞です。
県が条例を作ることになりますが、今声を上げることが大切です。

玉子焼き、えびシュウ
マイのから揚げ人参大
根しいたけの煮物，さ
ばの味噌に、巨峰
梅干、ちりめん山椒

9/20 水 
 

○五位堂駅前早朝宣伝、香芝市藤本みやこ市会議員とともに
○各派代表者会議
　医大問題では県の方向がいまだに定まっていないとのこと　委員会
で報告のなかった新たな事実も出てきました。

○議会運営委員会
○４年間のまとめ
　医大の精神医療センターの外壁の色問題で関係者の方の意見を
聞きました。
　このままで早くオープンをと言う意見もあれば、精神障害者の場合
にひとつに固執するとずっとこだわり続けることがあるという意見も聞
かせていただきました。

安倍氏が総裁になりましたがこのしらけムードは何でしょうか

玉子焼きピーマンとち
くわのオイスターソー
ス炒め人参とシーチキ
ンのサラダ、ぶたの生
姜焼き、ししとう添え
ひじきと大豆の炊き合
わせちりめん山椒、梅
干

9/19 火 
 

○広陵町街づくり問題で松野議員と学習
○広陵町議会決算審査特別委員会傍聴
　介護保険料の滞納者数がこの６年間でのべ415人いるとのこと。
国保の滞納は２年で時効になりますが、介護保険は事項がないとの
こと。利用するときに払ってもらっているようです。

○４年間のまとめ
○入党のお誘い　いつもいろいろな方と話すたびに人生を語っていた
だきより深く知り合いになれた気がしています。

玉子焼き、ますの塩焼
きちくわのきゅうり詰
め、ブロッコリーの白
和えもやしとにらとベ
ーコンの炒め物
梅干、山椒じゃこの佃
煮

9/18 月 
 
　心配していた台風１３号も進路が変更して朝から快晴でした、被害
を受けた皆様にお見舞い申し上げます。



　いつもおはようというはるちゃんが，ありがとうといって入ってきまし
た、ハルちゃん、何が有難うなのときくと娘から今日は敬老の日とい
われてしまいました。

○朝から広陵町健康福祉大会に参加。
　かぐや姫ホールがいっぱいでした。午前と午後に分けて行われ。来
賓で参加させていただきました。広陵町では１００歳以上が３人おられ
るとか。広陵町で１番長生きの人は１０３歳、奈良県で３１番目だそう
です。お楽しみは大衆演劇。弁天座のお芝居が昨年に続いて見るこ
とができると大人気でした。
　子どもを残しておとつあんとおっかさんが死んでいく場面では後部
の座席から、子どもはどうするんやと真剣に心配する声が。なかなか
面白いお芝居でした。
　午後の部は開会式だけ参加、気になっていた知人のお見舞いに行
ってきました。元気そうで何よりです。

○なら民報、王寺民報、原稿

さいごの総おどり

座長の女形に扮しての
踊り、

9/17 日 
 

○４年間の議会で取り上げた問題の整理
　いろいろなことを取り上げていたことを改めて思い出しています。

○午後から中央委員会の大幡選対本部長を招き全県の選挙学校を
開きました、中村あつこ参議院予定候補の紹介と中野明美さんが生
駒市から県会出馬予定のため中村あつこさんと参議院候補が交代し
たことが発表。中村さんの新鮮な決意表明が感動的でした。

　自民党政治の矛盾は深く、其の支持層まで広がり、全国的に深部
のところで変化が起きているが、共産党のがんばりで変化を作れるこ
とが紹介されました。さあがんばりましょう。

１８日のお弁当
ゆで卵。ウインナから
揚げ。ししゃも大根人
参黒はんぺんの煮物
ポテトサラダ、梅干

ページトップへ

9/16 土 
 

純情きらり、やっと桜子が達彦さんと結婚しました。よかったね。

○河合診療所友の会総会、挨拶をさせていただきました。
　職場の改善の報告が次々と発表されました
　少しでも患者さんを待たせないための工夫、医療事故を防ぐための
安全対策、廃棄物の処理まで、見えないところで気配りされているこ
とが伝わってきました。

○生活相談・・・・・土地の問題、教育問題

玉
子焼きウインナ、酢豚
風肉団子、人参の金
平、なすとピーマンの
味噌いため、じゃことし
し唐のたきあわせの

9/15 金 
 

○県議団会議
○弁護士さんとの打ち合わせ
○奈良ＮＰOセンター５周年記念、日航ホテルで行なわれ参加しまし
た。最初のころまったくわからず５人の女性県会議員で仲川順子さん
に来ていただいて教えてもらったことが懐かしく思い出されました。

　２２９のNＰOができているそうです、奈良中央信用金庫が夢基金と
して毎月役職者が３００円づつ積み立て同額を信用金庫が出して、毎
年こんなことをしたいが、お金がないという団体に応援をしていること
をはじめて知りました。
　ちんどんや、百笑の人たちが会場を盛り上げてくださいました。お化
粧をして衣装を着けるとストレス解消になるとか
　３回練習したら人前でできるそうです。
　おひさまの光で発電をしているところ、交通事故をなくす取り組み、
さまざまです。深いブルーのサリーを着た外国の方がいてサリーのこ
とを教えてもらいました。５．５メートルの記事を身につけているとのこ
とです。おでこの赤いしるしがブルーのもので中に絵が書いてありま
した。　　興味深く見ていたらはがしてくれて貼り付けてあったものでし
た。
いろいろな方と出会えて面白かったです。

玉子焼き、から揚げ、
なすとピーマンの味噌
いため
ポテトサラダ、うるめい
わし、りんご

ふりかけ、ゴマ、海苔、
桜海老。かつおの手作
りです
うめぼし

9/14 木 
 
○中南和地区常任会議
○広陵町内宣伝９箇所
お天気もよくよく聞いてくれました。杖をついたおばあさんがじっと聞
いてくれて、がんばって、「応援します」と言ってくれました。

○健生会友の会三役会議　社会保障の改悪の影響がでています、ベ
ットの対象外は１０月からなのに７月に業者がとりに来たとのこと。
　予防介護でリハビリを受けている人が昼で帰ることになり、食事もな
く家でも一人。ボランテアの宅老所を作ることが相談されました。

玉子焼き、さばの味噌
煮,りんごとセロリのサ
ラダ、ひじき、モロヘイ
ヤの卵とじ



お通夜
○支部会議に参加
○生活相談・・・・・多重債務問題、土地の権利問題

9/13 水 
 

○五位堂駅前早朝宣伝
　昨日の厚生委員会のことを駅前で報告。障害者の自立支援法のこ
とを訴えていたら、養護学校の子どもたちがバスの中からてをふって
くれました。

○生活相談・・・・・生活保護について、医療費について、障害者自立
支援法について。
　１０月からのスタートにあたり、これまで視力障害者の人に対して通
院の時にはずっと一緒に付き添ってくれていたガイドヘルパーが、１０
月以後は医療機関の玄関までしか介助をしないことになると言うこと
が、近隣自治体の申し合わせになっているとのこと。不安の声がでて
いる。

　がんの医療費の相談を受けていた方がお亡くなりになったとご主人
から連絡がありました。ずいぶんがんばってきました、ご冥福をお祈り
いたします。
○同和行政のまとめ

玉子焼き、鳥のフライ、
アスパラのゴマたれ、
煮豆、にら焼き
梅干、沢庵

9/12 火 
 

○朝から厚生委員会のため県庁へ
　医大の壁問題ではこのままで良いと言う意見が大勢を占めました。
私は、この問題がここまで混乱したのは、内部の意思統一が図られ
なかった其の責任は重大。
　塗り替え費用2400万は高く、業者に聞くと半分でできるといわれたこ
と、入札が延期されて2週間以上になるが、開設はいつできるのか。
　差別意識を拡大する恐れがあると言うあいまいな概念ではなく、そ
れはどのような人権侵害になるのかと言う具体的な事実があれば改
善すべきだが、心の中のことはみな思いが違っていて、それを行政施
策を改善する理由にすれば際限がなくなる。1日も早い開設が望まれ
てると主張しました。
　障害者自立支援法から外れる、小規模作業所に対する県の支援の
存続、7.19集会に出された県に対する障害者段階からの要望をどう
するのか。
　介護保険では要支援者で介護ベッドや機器を使っている人の一律
と取り上げを行わないこと。
　医療従事者の確保で医師、看護師不足問題を取り上げました。
　高齢者医療保険が、県が保険者となって始まりますが、保険料をい
くらに設定するのかと質問。
県ではこれからだが国の試算では６２００円と言われている。
委員会が２日続くと大変です。

　中村あつ子参議院なら選挙区予定候補の発表の記者会見、中野
明美さんが生駒市から県議会に出馬する予定となりました。

これは何だったでしょう
か

9/11 月 
 

○環境廃棄物対策特別委員会
　ごみの有料化問題
下水の汚泥処理の問題、下水道料金は今年度は引き上げないが、
今後については12月議会で提案することになるとのこと。

○明日の厚生委員会の打ち合わせ
○生活相談・・・・・引越しをするのに古着がたくさんあり引き取ってく
れるところはないかと相談があり以前女性相談所がドメスティックバイ
オレンスで逃げ込んだ人の着替えもないという話を思い出して紹介し
た所、気持ちよく引き取ってくれたとのこと。

玉子焼き。しゃけ、ピー
マンたまねぎ人参の野
菜炒めひじき
酢の物きゅうり、おふ
わかめ，卵、じゃこ
ごま塩、うめぼし

9/10 日 
 

○町内のお掃除
　なっちゃんのお宮参り、地元の櫛玉比女命神社に行ってきました。
ハルちゃんの絵馬も飾ってありました。
　なっちゃんはほとんど寝ていて神様に声を聞かせるときだけ泣いて
いました。健やかに育って欲しいと思います。

○ならうた祭りに参加のため、親族の食事会を途中で抜けて生駒に
行ってきました。長生き節の踊りを踊ってきました。
○すぐに戻って地元の支部会議に参加
新入党員の歓迎会もあわせて行いました。ごみ有料化の問題が議論

ページトップへ

9/9 土 
 
○議会の準備　11日が環境廃棄物対策特別委員会。12日が厚生委
員会と続きます。



明日,なっちゃんのお宮参りのため、次女ももちゃんを連れて帰ってき
ました。ハルちゃんはすっかりお兄さん気分ですが、みんながももちゃ
んやなっちゃんに、かまうと少し甘えたくなっていました。
　久しぶりに会ったももちゃんはあんよも上手になっていました。

○ごみ問題の調査

玉子焼き、しし唐に、し
ゃけ、かぼちゃ切干大
根、ぶどう

9/8 金 
 

又真夏が戻ってきたような1日でした
○県議団会議
○各派連絡会　医大の壁問題
　塗り替えの必要はなく予算をこれ以上無駄につかうべきではないべ
きではないと意見を述べておきました。
○議会の打ち合わせ
○奈良市包括支援センター訪問2箇所
　行政から丸投げされていて大変です。がんの末期の人でも要支援
で予防プランを立てなくてはいけない、1年後よくなる見込みなどまっ
たくないのに矛盾している、ベッドの取り上げ。寝返りと起き上がりが
できない人にしか貸してもらえない、足が悪く立ち上げれない人は対
象外。
　ヘルパーの派遣が大手に丸投げされプランを立てても。2時間の訪
問が勝手に打ち切られるとのこと。今後検診から予防介護に移行す
る人を、すべて訪問しプランを立て、サイド本人に合意してもらうこと
になっているが不可能とのこと。
障害者対策会議、自立支援法はそれぞれの立場にの人に問題が出
ています。

玉子焼きなし,ぶどう
おでん{ジャガイモ、こ
んにゃく、大根，ごぼう
てん、野菜炒め、ごぼ
うサラダ、梅干、昆布

9/7 木 
 

○中南和地区委員会常任会議
○生活相談・・・・・コウモリの対策について、水道の水漏れについて、
生活保護の申請について、古着の処分について。

○議会に向けての調査
　昨日議長が県と話し合い、医大の壁問題については、①外装は既
存建物と同じくすること。②予算措置については議会も協力すること
3、何よりも患者の救済が第1であり、工事をしながらの開設が可能で
あるか調べること。を申し入れたとの連絡あり、県側は、壁を塗り替え
る方針が変わらないと新聞報道あり。
　私はせっかくできあがったものを、塗り替えるのは無駄ではないかと
思います。少なくても他のところであれば、県は、次回メンテナンスの
ときに塗りなおすということで押し切ったと思います。
　切実な精神の救急医療については、年間予算が1500万、壁だけに
2400万円もかけるのはどうしても納得できません。内部の意思統一
が不十分であったことを県は陳謝しています。其の点では反省すべき
でありどのように内部の意志を形成していくのかの具体的な方法と意
識改革が求められるところです。
　色が違うことで、実質の不利益をこうむることがあるでしょうか。
人々の意識や観念のうちに潜在する差別など存在しない。
人々が心の中で何を思い、何を意識しようとそれ自体は差別ではな
い、差別とは具体的な基本的人権の制限、侵害の事実を意味するか
らである。梅田修氏は述べています。
　壁の色が、違うことで差別を助長する恐れがあると言うのはあくまで
も推測です。むしろ今急増している精神疾患に対し充実した内容の施
設にすることによって多くの患者さんの病気を救える施設になること
が大切ではないでしょうか。

なっちゃんです
母乳ですくすく元気に
育っています。
絵本を見せると手足を
ばたつかせてうれしそ
う。おしまいと言うとべ
そをかいて泣き出しま
す
わかっているのかな

9/6 水 
 
○第2浄化センター、汚泥のセメント工場見学
　1日60トンの汚泥が発生。其のうちの4分の1にあたる15トンを石灰と
混ぜて発生した熱で水分を蒸発させて粉末にして乾粉を作成し、三
重県の太平洋セメントに1トン125円で販売,。送料は県が負担、工場
は60億円かけて作ったもの。できてすぐのときは、当時の三重県の北
川知事が他府県のごみは受けないとして受け入れができず、工場の
稼動は開始が5年ほど遅れたとのこと
大きな建物でがらんとしていて機械が収まって入るが、もったいない
と言う感じ。
　残りは水分を含水率70％にした脱水ケーキを御所の処分場に持っ
ていって埋め立てる。コストは1トン当たり2万円以上かかっている、、
ちょうど下水道週間で86歳の人が編んだアクリルたわしをもらいまし
た。

○石井郁子衆議院議員、山下よしき元参議院議員らが来て
　大極殿院、1300年事務局、京奈和自動車道路大和北ルートの予定
地を視察。アクセス道路ができるという奈良市内のところに行きました
が、住民の生活が寸断され、保育所や、病院のすぐ近くに31メートル

セメント化工場、防臭
マスクにヘルメットで説
明を聞いています

玉子焼き、ちくわのき
ゅうり詰めから上げ、



の排気塔ができるとのこと、あきれるばかりでした。
○生活相談・・・・・教育行政について

なし野菜炒め。、かつ
おの週油、梅干。昆布

9/5 火 
 

○下水汚泥の処理について話を聞きに言ってきました
　現在の処理はコストがかなりかかっているとのことです。
検討課題です
○ごみ有料化問題の調査
○水害問題。県の河川課が作成した水害ハザードマップの説明を聞
きました。
○うわなべ古墳の字図取り寄せ　文化財保存課
○9条のビデオの以来
○生活相談・・・・・仕事を探して欲しいとのこと
○北葛城女性後援会の会議

玉子焼き、きゅうりのち
くわ詰め。鳥のワイン
蒸し、煮豆。ピーマンと
しいたけの甘辛に
梅干、ゴマ昆布

9/4 月 
 

○9条の会の賛同者の依頼
○桜井市の大殿の水害問題について
　桜井土木に申し入れ、現地調査。
　22日に集中豪雨、約40分間に61ミリを記録、通常の河川改修は1時
間に20ミリ。40ミリを想定していて想定外、通常水を飲み込む2つの用
水が底地が個人のもので困難、地元の人は。中和幹線の工事で之ま
での水路がふさがって水が付いたと主張。
　現場に行き水画の出口がなく、土管があるも他の田んぼのほうから
水があるれ出てくる可能性が多く何らかの対策が必要。
　横がＪＲの土地でそことの関連もあり検討するとのこと。大和川総合
治水対策で奈良から流す水量に限界があるが、開発がどんどん進む
こと。低い土地に水が集中することなど、開発のあり方の検討が必要

○高齢者の負担を軽減する緊急申し入れ、共産党の地方議員団、県
議団で行いました。
　県の独自策は考えていない、国に要望しますの答弁です。
○生活相談3件・・・・・車椅子の段差の解消について、生活保護の申
請について、中和福祉に早急に面談の日程をとってもらうように申し
入れ。
○中間処理施設の騒音、粉塵、悪臭問題で対策を申し入れ

水害調査
中和幹線の橋げたの
下です

9/3 日 
 

○広陵町赤旗読者挨拶　15件、病気や介護など大変です。
○広陵町9条の会準備会
　いろいろな方が参加されて元気の出る集まりでした。
それぞれの方が自分の経験から9条を大切に思う気持ちを述べてい
ただきました。
　大阪の空襲で真っ黒に重なり合った死体の山を見たといわれた方
は、戦争で死ぬのなら、戦争に反対して死ぬなら本望と力強い意見
に、とても感動しました。
　500人の賛同者を募って会の結成をしようと言うことになりました。
○みっチャンファンクラブで、10月1日史跡めぐりをする予定のお寺、
に挨拶に行ってきました。
○生活相談・・・・・家の近くでコウモリがいるとのこと、対応の仕方を
聞いて欲しいと相談がありました。

1日中出かけていたの
に家がきれいになって
いました、夫に感謝

9/2 土 
 

○学習
○奈良県高齢者の集い、生涯学習センターで行われました。
　紺谷先生のこれからの医療についての講演，高齢者の作品の展示
がありました。
　報告では、奈良のシルバーパスの問題で2000円で年間のバス代、
入浴、映画など無料でできているのを有料化にしようとしていますが
奈良市の介護保険が安いのは、この制度のおかげで高齢者が自由
に移動できるからとの発言がありました。
○民主医療機関連合会理事会
　医師問題で愛知の医師の講演を聞きました。
○生活相談・・・・・交通事故について、生活保護について
○みっチャンファンクラブ、役員会

奈良からの帰り大きな
夕日を見ました

9/1 金
 

今日から9月です。雨が降って涼しくなりました。
○広陵町で支部の人と一緒に赤旗のお勧めにいって来ました。6部
増えました。
いろいろなところで介護や、病気の相談がでてきました。
本当に大変です。
○生活保護のこと、病気で働けないとのことで認めてもらえそうであ
るとの連絡あり。
○午後から河合町の交渉、高齢者の負担軽減について。ホームペ
ージに詳しくは書きます。

玉子焼き、えびとア
スパラの中華いた
め、ウインナ、煮豆、
しし唐のおかかに、
プチトマト

ページトップへ




