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　（2007）4月 
ご意見やご要望は
　こちらのメールで

1月　2月　3月

4/30 月 
 

●新聞赤旗の集金とお礼
●２０億の原稿
●今井事務所の片付けと広陵支部のご苦労さん会
　今回皆さんが、それぞれの得意分野を生かしてがんばりました。
電話かけの達人、Aさんは電話を通して本当に応援してくれている人
かよくわかります。とのこと
　このがんばりに、負けてはならないと電話にかじりついたBさん、疲
れたもう終わろうというAさんを、最後までがんばろうと励ましたCさ
ん、なぜがんばれたのか、それは自分のためだからとEさん。炊き出
しのお料理を作って励ましてくれたFさん、亡きお母さんの後を受けて
炊き出し応援をしてくれたGさん、うらかた手伝ってくれたHさん、つな
がりのかたにお願いしてくれたIさん。ビオラの配布は任せてというＪさ
ん
いずれにしても又責任重大です。
支部の人を信頼して、お互いに差さえあってがんばっていきたいと思
います。

世の中を変える仕事は元気になって面白いです。人生が豊かになり
ます。この日記をごらん頂いて一緒にやってみようかなと思われた方
はぜひ日本共産党にお入りください。

すばらしい事務所をお借りできたことも本当に良かったです

、
玉子焼き、から揚げウ
インナほうれん草とゴ
マとじゃこの和え物プ
チトマト

4/29 日 
 

●選挙のお世話になった方に手紙
４月中には出さなくてはと思っていたのでほっとしました
ローソンで切手を買ったら、一緒に張ってくれました
●２０億裁判の原稿
●奥西一夫先生を偲ぶ原稿
今日は孫たちは生駒のおばあちゃんのところに行っていたので汚す
人もなく、家中が夫のおかげでとてもきれいになりました。

冷やし中華を作りまし
た。おいしい季節にな
ってきました

ページトップへ

4/28 土 
 

●生活相談
●友の会世話人会　
いよいよ健康祭です　選挙のお礼　
●生活相談・・・生活保護が人によってまちまちであるとのこと
物価が上がっても年金が下がるのはおかしいとのこと
生活相談、訪問１件、難病問題　腺維筋痛症の厚生省の研究センタ
ーのある聖マリアンナ病院の相談窓口を紹介
しました。
●広陵町後援会選挙勝利祝勝会
手作りの料理が並んで、とても皆さんが喜んでくれて楽しい会となりま
した
この日のために大きな鯛を釣ってきてくれて、元料理人だった方が見
事な包丁捌きでおつくりを作ってくれました
金曜日が県庁の控え室の私の当番日になったため、紹介しておきま
した
●生活相談・・・介護保険のデイケアについて

見事なおつくりが写真
の腕が悪くて残念、し
んせんで目がすきとお
手いました想像にお
任せします

玉子焼き、照り焼きチ
キン、小松菜とじゃこ
の煮物、ウインナ、昆
布豆、レタス、プチトマ
ト、梅干、ごましお

4/27 金 
 
●２０億裁判の原稿がき
●カンパを頂いた方への手紙
●全員協議会　会派届けを５人で日本共産党会派申請しました。
　５月２日午前中が会派届けの締め切りです。午後から各派代表者
会議で部屋割りなど相談します。
●赤旗新聞のお勧め
●初めての県議団会議、委員会の希望を出し合いました。
　質問も代表質問が出来るようになるため、これまで以上に大忙しで
す。選挙の感想を出し合いました。

玉子焼き春雨の酢の
物トリのから揚げ、さ



●知り合いのｋさんとばったり、眼科の手術で入院されていたとのこ
と、年金は下がる、負担は増える今井さんがんばって老人の医療費
を負担軽くしてと要望を頂きました。

●河合診療所友の会役員会
　研修医の女医さんも参加、これからの奈良県の医療はどれだけ女
性が働きやすい職場、条件整備が出来るかにかかっています。
　これまで相談を受けていた難病について相談したところ以前はわか
らなっかたのですが、最近腺維筋痛症というのが注目されているとの
こと、早速インターネットで調べてみました。
　もしかしたらこの病気かもしれません、いずれにしても絶望のどん底
にいる患者さんに何か光が見えるきっかけになればと思います。
●発明協会に相談に言った事例が過去の発明と照らしても同様の者
がないとの返事を頂きました

けにムニエル
しいたけと高野豆腐た
けのこの炊き合わせ
小松菜とじゃこのおひ
たし
プチトマト、しそひじき
ふりかけ、うめぼし

4/26 木 

 

●早朝から夫が雲隠れ、食事のころに戻ってきて何をしていたのか聞
いたら私の車をお掃除してくれました
見違えるようにきれいになりました
●２０億裁判についての原稿がき
●後期高齢者医療制度の対応について
●中南和地区委員会会議。選挙の感想など
●医療後援会ご苦労さん会
　いろいろなドラマがありました。アナウンサーの初デビューも続々
と，高田の県会選挙松下さんの果たした功績は大です。
　高田市議会も稲葉さんというベテランを迎えてこれから楽しくやって
いけそうですと太田市議、親子でがんばりますと沢田市議。
●生活相談２件・・・国保のこと。身体障害者のこと

近くの和風ラーメンを
食べに行って来ました

4/25 水 
 

●県の関係機関に宮本議員とご挨拶
高田総合庁舎、中和福祉、葛城保健所、県税事務所
中部農林事務所、ハローワーク、高田こども家庭相談所
地場産業振興センターには高田市会議員の，稲葉，太田議員も一緒
でした。

　午後からは桜井の吉田市会議員とともに桜井総合庁舎に
挨拶、産廃パトロールセンター、桜井保健所、桜井県税事務所農林
大学校，桜井浄水場、長谷観光センター
●広陵町道路の舗装問題で生活相談、寺前議員と
宮本議員が今井さんが初当選時と同じ３２歳で最年少ですぅと自己紹
介、フレッシュでやる気がにじみ出ていてとても新鮮でした。
高田も共産党の３議席、桜井も７年ぶりに空白克服と、なりました。

玉子焼き、筑前に、人
参こんにゃく、しいた
け、たけのこ、インゲ
ン
塩しゃけ。たけのこの
皮、丘ひじきと豚肉の
炒め物、きゅうりとウイ
ンナの串刺しプチトマ
ト

4/24 火 
 

●中野議員と、あいさつ回り
　奈良公園館、新緑がとてもきれいでした。小鹿のバンビが遊んでい
ました。
なら土木事務所、子ども家庭センターなど、
●高田商工会議所の発明特許の相談会に行って来ました。
　ずーと考え続けてものが、いざ特許となると同じようなものがないか
と調べるだけでも大変な事だとわかりました。
　次回までに調べてくださるとのこと、何らかの前進が出来ればと思
います。
●生活相談２件・・・公害問題・難病相談

4/23 月 
 

　やっといつもの生活に
●朝から明日締め切りの原稿依頼が入っていました。
奈良民主医療機関連合会の機関紙の原稿を書きました。
●お祝いメールの返事
●生活相談・・・調査の日程打ち合わせ
●事務所のかたずけ
●桜井市会議員に当選した吉田さんからお礼の電話あり
　桜井は初めて奈良にきて住んだ土地なので特別な思い入れがあり
ました。１２市のなかで唯一共産党議員が０のところでした。
　久々に虹の湯にいってゆっくり疲れを取ってきました

4/22 日 
 
統一地方選挙後半の投票日
●高次脳機能障害あすかの会の総会に参加しました。
今は２３日になってしまいました。

王寺町、金田千代子、吉川久、幡野美智子３人並んでそろって当選
です
上牧町、石丸典子、東充洋当選
河合町、南口よしえ、現有１議席を死守しました。桑原史郎候補が後
一歩でした。町長選挙は馬場隆雄候補が３９８７票を獲得，共産党公
認候補で善戦しました。

王寺にて万歳



大和高田市も定数削減の中で２議席から３議席に増やしての当選で
す
それぞれのドラマがありました、この力で又明日からがんばります。

上牧にて万歳

ページトップへ

4/21 土 
 

●朝から上牧町の応援に、候補者カーに乗って応援
リポビタンの差し入れをいただきました
●午後から王寺町に
●３時以降は河合町にと大忙しでした
　河合サティ前には町長候補と、２人の町会候補が勢ぞろい今こそ変
えよう河合町と訴えました、人人人、河合町にこんなにたくさんの応援
者がいたかとびっくりするほどでした。
　私も最後の訴えを思い切りさせていただきました。
その後から別の陣営の人が打ってるためその応援の人も来ていまし
たが、手を振ってくれました。
　何台かすれ違った候補者カーからも、今井さんがんばってと激励を
受けました。
　この底力が明日いい結果に繋がることを期待します。それにしても
よく働きました。われながらタフなのにびっくりします。

事務所でおでんを頂
きましたよく味がしみ
ておいしかったです

4/20 金 
 

●王寺駅前早朝宣伝
王寺町の３候補が勢ぞろいで宣伝を行いました
●河合町町長選、町議選支援
　演説を聞いてくれた方が、障害者と認められていない子どもの療育
や発達支援を応援して欲しいと切実な声が寄せられました。
　田原本リハビリテーションセンターに通っていましたが自立支援法で
負担が増え地元の幼稚園に行っているとのこと、県会でも取り上げて
きたことを伝え、もっと意見や要望を聞かせてくださいとお願いしまし
た
●高田市蔵の宮公民館、王寺町舟戸集会所、王寺町松緑園集会所
にて演説会　
●生活相談１件

玉子焼き、キャベツと
七斤の煮物、小松菜
と油あげのおひたし
ウインナ，うるめいわ
し昆布　梅干

4/19 木 
 

●佐味田川駅前早朝宣伝河合町、町長候補、町会の２候補の３人が
勢ぞろいしました。
チャンス。今こそ変えよう河合町。をスローガンに元気よく楽しくたた
かっています。
●学力テストの問題で実施主体は市町村の判断でという赤旗の記事
があり全国教職員組合連合会に確認、京都大阪滋賀県で、記名式を
行わないことになったとのこと、奈良県の教育委員会に連絡、県は教
育研究所を通じて調査をするとのこと
各市町村にも申し入れ
●候補者カーに一緒に乗ってアナウンスと応援演説を行いました
お天気もよく反応もあってこちらも元気をもらいました
小学生の女の子がいたので今井光子知ってると聞くと、知ってるしっ
てるとのこと「おばちゃん今井光子さんよ」というとえーほんものとの返
事、握手したら大喜びしてくれました。
　畑のおじさんに今井光子ですお世話になりましたというと、わしはあ
んたにはいれんかったけど．ようたくさん票がでたな。あれは共産党
の票と思ったら間違え屋やで、自民党も民主党も頼りないからあんた
に入れたんや、共産党名前を変えたらどうや、とのこと、おかしなこと
をやった共産党は名前を変えているけどと私、今度はもっとがんばっ
ておじさんに入れてもらえるようにするわねといって、演説中の候補
者のところに戻ると、又知らない人が候補者に近寄ってきて手を固く
握り締め、ほんまに河合町を変えてや、がんばらなあかんでと熱いエ
ール

●夜は高田市築山公民館、片岡台コミュニティーセンター、河合町ま
ほろばホールと３会場掛け持ちの演説会
●家に帰ると生活相談が待っていました。

アナウンサーと演説と
お手ふりでのどがから
からになりました

ポカリスエットがこんな
においしいとは思いま
せんでした

4/18 水 
 
●長崎の伊藤一長市長がお亡くなりになりました
心からご冥福をお祈りいたします。
アメリカのバージニア大学の銃乱射事件など、武器がなければ起こら
なかった不幸な出来事が続いています。
人と人との意見の違いが話し合いによるコミュニケーションを取れなく
なると、暴力になり、武器を持って国と国との争いになると戦争になっ
て行きます。改めて戦争放棄の日本国憲法９条のすばらしさを実感し
ます。
意見の違いを議論すべき議会が言論の府にふさわしいものにならな
くてはと痛感します。

玉子焼きウインナ
野菜炒めから揚げ
イカの野菜巻き



●畠田駅前早朝宣伝
候補者が６人各陣営の応援者の方と一緒にこられていました、選挙
ならではの風情です
●河合町の応援に行って来ました、入れ替わり立ち代りいろいろな候
補者のかたと一緒になりました
●夜は王寺町の候補の演説会

4/17 火 
 

●王寺町３人の候補の出発式に参加挨拶
●河合町町長議員の合同演説会、サティ前に参加。
　町長候補者カーにて応援演説
●上牧町２名の候補者合同街頭演説会参加
●桜井市個人演説会に参加
●河合町泉台集会場演説会参加

朝からあちこちにいってきました。どこで共産党への強い期待を感じ
ます。それぞれのところで演説内容が変わってくるので大変です。
長崎の伊藤市長の銃で撃たれたニュースは衝撃でした
言論を暴力で封じることはファシズムです。絶対に許されません。
●生活相談２件

事務所でお弁当を頂
きました

4/16 月 
 

●河合町佐味田川駅前早朝宣伝
町長選挙に住民の関心が高まっています。馬場さんに知り合いの人
が何人も声をかけてくれました。
　私は南光町（今は合併して佐用町）の共産党員町長を７期勤められ
た山田兼三氏が県会選挙の応援に来ていただいたときに、２５年前
に同和事業は終結し。利権争いがなくなり、村も落ち着いて差別がな
くなったことを紹介してくれました。２５年前に出来ていることが今出来
ないことはないと思います。そのことを訴えるとホームの方が耳を傾
けて聞いてくださいました。
●広陵町教育長に学力テストについてのもうしいれ
松野、寺前町議ととともに
●王寺鉄道部に畠田駅のトイレが男女一緒になっていることの改善
の申し入れにいってきました。
一緒に言った住民の方は、男性が終わるまでじっと待たなくてはいけ
ない。この年になっても女性だから気になりますと訴えていました
申し入れがあったことは伝えておきますとの返事でした

●少し風邪気味で病院にいってきました。風邪薬をもらってきました。
待ち時間も知り合いの方が良かったですなあと声をかけてくれました

4/15 日 
 

今日から市会議員選挙が始まりました
●高田市、３人の共産党候補の出発式に参加して挨拶をしました。
定数減の中で２議席から３議席を目指す激戦です。
１０時からの自治会の総会に間に合うように大忙しでした。
●自治会総会に参加
●河合町宣伝.
　馬場隆雄さんが町長に出馬を発表以来大きな反響を呼んでいま
す。我が家にも。ぜひがんばって応援してやってくださいとの電話が
入ってきました。

お昼はお好み焼きを
食べました

当選祝いの花束のバ
ラもそろそろ終わりで
す、花びらをお風呂に
浮かべてたら、とても
いいにおいがしました

ページトップへ

4/14 土 
 

●朝市に野菜を買いに行きながら挨拶
牧野古墳の慰霊祭さんか、文化財で見の支援をとの要望を頂きまし
た
●ホームページの更新

●民医連理事会に参加
●上牧東充洋議員の事務所開きに参加
●下市町矢野町議議会報告会にて演説
●大淀町清水貢町議の地元北野台の演説会に参加
●赤旗の配達

朝市で１００円でした
かんきつ類が大好き
です

4/13 金 
 
●王寺駅早朝宣伝　階段のところに立っていると何人かの方から、良
かったですね。おめでとう。がんばってください、うちは２票入れました
など。声をかけていただき握手を求められました。
この思いを後半につなぎたいと思います
●ホームページの更新
●王寺町役場に学力テストのことで、教育長に申し入れを行いました
●広陵町支部会議に参加

お弁当はお休みです 



●河合町長選挙馬場隆雄候補の記者会見に同席するため県庁に
●産業活性化プラザで発明の特許の方法を教えてもらいに行って来
ました。
●香芝市支部会議で挨拶 

4/12 木 
 

●中南和地区委員会会議
　後半の選挙支援の予定を相談、又忙しくなります
●香芝女性後援会、選挙のお礼の挨拶
　選挙のいろいろな意見や感想を聞かせていただきました。
香芝は県会が無投票だったことを残念がっていましたが、５議席当選
はとても喜んでくれました。
　西さんの演説は周りの人を元気にして、すばらしかったとの意見が
多かったです。
●広陵町西保育所を訪問しました。

美容院に行って来ました。ハルちゃんが一緒に行きたくて自分の頭を
さわって、「ここがはねてる」と、いうのですが、「チョコレートを買ってき
てあげるから」と約束して、帰るなり、「チョコレート買ってきた」ときか
れていっしょにお買いもの。マーブルの丸いチョコでご機嫌でした
エコール真美のところをとおたら、いまいみちゅこちたなー
と選挙のことを覚えていました。

玉子焼き、小松菜と油
揚げのおひたし焼肉
たまねぎ、ししとう、ご
ま塩

4/11 水 
 

●各派代表者会議
　今後の日程など打ち合わせました

ももちゃんが熱を出して保育園をお休みとのこと、大好きなイチゴを持
ってお見舞いに，みっチャンばーばと大きな声で選挙中手を振ってく
れたお礼もあわせて行って来ました。どこが病気かと思うほど元気元
気。

●上牧町・河合町の教育長さんに学力テストの氏名を記載しないよう
にとの申し入れに行って来ました。
●土庫病院に選挙のお礼，みんな５人になったことをとても喜んでくれ
ました。

玉子焼きウインナ、人
参の肉巻き、ねぎ、春
雨とピーマン、ベーコ
ンの炒め物、キャベツ
のゴマドレッシング、
塩こぶ梅干

4/10 火 
 

●お礼の電話
●メールの返事
　母が帰るので、髪の毛をカットして毛染めをしてちょっとの親孝行。
昨年美容院で洗髪をして骨折して以来、美容院にいけないので、
時々カットをしています。
選挙期間中、留守番をしてもらうだけでも大助かりでした。
娘が京都の新幹線の駅まで送っていきました。

●教育委員会に全国一斉学力テストのことで申し入れ、
氏名の記入をすることは受験産業に個人情報を流す危険があり番号
で記入するように・・・中学３年生は、最初のページだけ氏名を書き、
後は番号で行く、そして最初のページは提出をしない、小学６年生は
氏名を記入するとのこと、文部科学省からメールできた通達が４月４
日。４月６日までに記入の必要があり、変更が認められるのは個人情
報審議会からの意見が出ている場合、従来の一斉テストでも番号を
使っていることなどとされていてほとんど認めないのと同じです。
　教育基本法が変えられたことで、教育の右傾化が進んでいます。声
を上げる必要を実感しました。
●当選証書、とバッジをもらいました。
それまで以下同文，●●●●といっていましたが、私からは今井光子以
下同文に代わりました。
新しい人や代理の人などさまざまで、なんとなく面白い光景です

●お世話になったところに挨拶に、赤旗が増えました

玉子焼き、から揚げ小
松菜とチキンの煮物
人参のソティー
生ハム
梅干

学力テストの申し入れ
新婦人の会と

当選証書

4/9 月 
 
又、日記が再開できるようになりました。
●五位堂駅前で当選できたこと、公約を守ってがんばることを宣伝
お祝いの電話や、電報,,生花などがいっぱい届き玄関がお花屋さん
のようになりました。
●北葛城郡全域をまわってきました。本当にたくさんの方々が喜んで
くださり、議席の重みをずっしりと感じました。

●奈良駅前で、５人の県会議員全員がそろって挨拶
　行きかう人々が、みんな手を振って共産党の躍進を喜んでくれまし
た。　２０年前も５人でしたが当時は０から５.全員が１期目で手探り状
態、しかも定数４８の時代でした。
今回は４４人で５議席、私が４期目、３期が３人、新人が１人とその重



みがまったく違います、そして知事が新人。
弱いものいじめの県政を変えるためにがんばります。

4/8 日 
 
ＨＰ更新停止　県議会選挙　投票日　　23時30分頃　当選が確定

4/7 土 ＨＰ更新停止

4/6 金 ＨＰ更新停止

4/5 木 ＨＰ更新停止

4/4 水 ＨＰ更新停止

4/3 火 ＨＰ更新停止

4/2 月 ＨＰ更新停止

4/1 日 ＨＰ更新停止

ページトップへ


