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4/30 水 

●五位堂駅早朝宣伝、八尾春雄広陵町議、藤本みやこ香芝市議とと
もに、交番横の時計がまだ修理できていません。
申し入れをさせていただいた特は近々にという返事でしたが・・・？
●地場産業振興センター、高田土木事務所、総合庁舎に挨拶と赤旗
のお勧め
●広陵町平尾の道路わきの溝の件を要望
ガソリンが上がるというので各スタンドに長蛇の列。品切れになってい
ることが話題になりました。
　ガソリンスタンドでは、警備の人を雇ったり、残業やバイトを増やす
など経費がかさみ忙しいのと、精神的にも大変なのとでこの１ヶ月は
しんどいだけだったといっていました。

●生活相談・・・・・１件　医療問題

●社会福祉総合センター、市町村会館、医大、橿考研に挨拶と赤旗
のお勧め

思いがけないところで知り合いの方にお会いできいろいろお話が聞け
てなかなかいいものです。
●後期高齢者広域連合にもいってきました。保険証が小さいという苦
情を伝えたところ８月から新たなものになりますがそれは今のサイズ
で変わらず、改善できるとすれば来年からいろいろな意見を聞いてい
きたいとのことでした。

4/29 火 

●赤旗の集金、
　お試しに１ヶ月だけの人が、今までおばあちゃんが読んでいた新聞
だったので続けて入れてくださいと言ってくれました。
●２０億問題の整理

4/28 月 

午後に出て車で帰ってきました。
　まだ連休の混雑が無くて混雑せずに無事帰れてよかったです。
もっとゆっくり時間をとってやりたいのですがこれが精一杯でした。
おばさんがたけのこの散らし寿司や煮物を作ってお昼ご飯にともって
きてくれました。
植木や草花などもって帰りたいというので積み込んできました。

4/27 日 

母と静岡に帰省
　ご近所に声をかける前にばたんとドアの音がしたということで裏から
のぞいてくれました。
　庭の草刈や、蒲団を干したらり、夏物との入れ替えなどやりたいこと
がいっぱいあるようです。
　平和委員会で頑張っているおじを訪問。おばさんがなくなったばかり
で心配していましたが、昨日も東京まで行ってきたと元気いっぱいで
した。６０年前に入党したことを始めて聞かせていただきました。

富士宮の焼きそばと袋井
名物の卵ふわふわという
のを食べてきました
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4/26 土 

●２０億問題
●上牧議会報告会
後期高齢者が話題になりました。怒りの声がいっぱいです。

●御所議会報告会
●農業問題や、鳥獣被害が話題に、関谷で猪の捕獲の仕掛けに６０
頭以上が取れたとか、情報を教えて欲しいとの声がでました。

4/25 金 ●宇陀のアニマルパーク開園式に参加
　捨てられる犬や猫が引き取ってもらえるところは個室で運動できる
庭付きのデラックスなところでしたが、１週間して引き取り手がないと
処分されます。
はじめから引取りの対象にならないのは年をとっていたり、病気の犬
や猫。後期高齢者のようだと、保守の議員が怒っていました。
●県議団会議
男女共同参画社会についての学習会　講師をさせていただきました。
後期高齢者医療制度の中前広場にて、挨拶をさせていただきまし
た。



　 　
●王寺町日本共産党議会報告会

4/24 木 

●２０億問題
●河合町赤旗のお勧め、雨が降ってとても寒くなりました。
残念ながらいろいろお話を伺いましたが赤旗は増えませんでした。
　就職活動をしている大学生の話を聞きました。
「しゅーかつって何？」から始まりましたが、就職活動のことでした。
　面接で面接官の悪口を言ってみてくださいといわれて友人がネクタ
イのことを行ったら怒り出したとか。
法令順守についてどう思うかという質問などもあったとのことです
採用が決まる人はいくつも決まって、決まらない人はさっぱり。ここに
も格差があるようです。

●中南和地区委員会歓迎会　今年大学をでて就職した新人の歓迎会
を行いました。世の中を変える仕事をしたかったとのこと。若いってい
いですね

4/23 水 

●五位堂駅前早朝宣伝
　八尾春雄広陵町議。藤本みやこ香芝市議とともに
●男女共同参画学習会のレジメ
●議員団学習会、障害者自立支援法について
問題がいっぱいで課題山積というのが良くわかりました。
お産の会の総会に行ったつもりが会場が違っていたため、参加でき
ませんでした。
　アレルギー性鼻炎で大変な情況で帰ってきました。
●２０億問題
●後期高齢者医療医制度、病院の窓口では保険所を持たない人が
すでに１００人になっており、その取り扱いについてファックスは個人
情報の問題があるので電話でお願いしますと広域連合から来ている
が電話も繋がらないとの相談有、県庁の担当部局に相談するよう伝
えました。

4/22 火 ●広陵町平尾、バス停の横の通学路調査
　山田美津代、八尾春雄さんとともに、地元の人も参加してくれまし
た。
道幅が狭くてバス停がすぐ横にありバス映も無く大変危険な場所で
す、曲がってくる車が大きくカーブを切ると自転車の人など危険を感じ
て１５０センチほどの溝に何人か転落しているとのことです。
水路のような狭い１級河川の上を拡幅して部分にガードレールが必

要です。 　

●２０億問題

●大滝ダムの上流がの所が武木の１６９号線の付け替え道路の上の
山が巾５０メートル高さ８０メートルにわたって崩落したとのことで豆田
よしのり衆議院予定候補、塩谷川上村議会議員と急遽現地視察に行
ってきました。

●すぐ横がコンクリートの吹く付けを下にもかかわらず以前に崩落し
ており、格子状に抑えてアンカーでとめる工法に修繕されていました
がそのすぐ横の吹きつけ部分が２０日午前１１時３０分ごろとのことで
す。
河川にいくつかの大きな石が転がり落ちていました。山の中腹には１
本だけ樹木が確認され予間の上から滑り落ちてきたようです。
　付け替え道路はまだ使われていないため人災は無かったものの、
塩谷議員も山仕事の途中ですぐ近くの山が崩れ時間が早かったら巻
き込まれていたところだったと言っていました。

昼に
お弁当を持って近くの長
福寺にお花見に行ってき
ました。ヤエ桜が満開で
ボタンと藤の花が咲き乱
れてとてもきれいでした。
ちょうどことのサークルの
方が本堂でことの演奏会
がありオア鼻の下でのコ
ンサートととても贅沢な時
間を過ごすことが出来ま
した



原因究明が求められます。

　 　
●河合診療所友の会世話人会

4/21 月 

●佐味田川駅前早朝宣伝
●南口議員支部の方々と
●奈良地方裁判所裁判傍聴、ヤマトハイミールの保証人が県より１９
億９６４８円の支払いを求められ、自分は印鑑を偽造された保証人に
させられたので返済の義務はないと県を相手に訴訟を起こしたもので
す。

第１回ということで次回の日程調整で終わりました。
　県営住宅問題、家賃を払っているが住んでいなくて荷物だけがある
とのこと、県の住宅課ではよく調査をして本人指導をするとのこと

　県は全面的に争う構えです。次回５月２６日１０時からです広陵町沢
の県道に穴が開いて単車など危険との情報があり早速、高田土木に
連絡、しましたら夕方帰るときには穴が補修されていました。
●お見舞い

●北葛支部連絡会議

4/20 日 

吉野山に青年支部の皆さんとハイキング
高田からＪRで吉野口、近鉄に乗り換えて吉野まで
とても旅した気分です。
中千本でお弁当、現地で調達していただいたたけのこのてんぷらがと
ってもおいしかったです。
若い人たちの中でいろいろな話題を聞きながら若いってこんなことな
んだとうらやましいような懐かしいような・・・
　目的は、桜の様子を見ること。吉野の関係者の方が今日が稼ぎ時
で忙しく、日にちを変えて又ゆっくり行くことにしますそれでも木の表面
いっぱいに覆われたコケや、ヤドリギを十分確認できました。
　ログハウスの陽だまりという喫茶店で桜アイスを食べながら思い出
ノートを開いていると、若い人から年配の人まで
さまざまなメッセージを書き綴っていました。
１３００年続いた吉野桜を絶滅させてはいけないと思いました。

表面が苔で覆われヤドリ
ギが生えている桜の木

吉野
山の桜
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4/19 土 

●ホームページ更新
　母と買い物に、Sサイズの服を探すのは大変です。サイズは標準が
１番です。
●北葛城郡宣伝　ショッピングを中心に７箇所で宣伝
●畠田王寺は金田議員と一緒でした
　王寺駅の南側は橋が出来て駅前広場がレーンの変更がされていま
した、初めて橋を渡ってみましたが、歩道が両側に広く作られていまし
たが車道が２斜線で狭く、歩道は夕方４時過ぎでしたが一人も歩いて
いませんでした。
　王寺町の美しが丘方面のバス停が屋根のある通路から離れて広場
の中に作られていましたが、そこの部分だけ屋根があっても横から雨
風が吹き付けると待っている人がぬれてしまうと大変不評と聞いてい
ましたが、現地を見て納得です。
●広陵町日本共産党後援会祝賀会、
　８５人が参加してくださいました。２議席実現できたことで本当に多く
の方の協力をいただけたことを改めて実感しました。
　山田美津代さんが和服で日本舞踊を披露してくれて場を盛り上げて
くれました。
道路に穴が開いていて危険との改善要望を頂きました。

祝勝会
山田美津代さん
八尾春雄さんと
バックの折り紙を使った
看板も手作りです

4/18 金 畠田駅早朝宣伝雨のため中止
●王寺民報の原稿
●ホームページ更新
●県庁へ
　ブラジル移民１００周年にあたり、ブラジルの県人会の会長さんが議
会を訪問されました。６月の現地式典に議会から参加する各派の代
表者と懇談。共産党は現地には行きませんが懇談には参加したいと
要望していましたので出席しました。
現在日系移民がやく2,000人くらいおられるとのこと。会長さんはお父



さんが早くなくなり祖父母に育てられたとのことで日本語がとても上手
でした。
　いろいろご苦労されたようです。日本とブラジルとの窓口をしておら
れる方もご一緒に来て、他県は技術支援など特色があるが奈良県は
産業が無くこれという具体的な内容がわかりにくい。

　今日本酒が人気があり、日本酒などでの連携も出来るのではない
か。また奈良県に他国から出稼ぎに来ている人の子どもに対する支
援はどうかと質問されました。
　親は稼ぐのに忙しく子どもはほったらかしている。飛行や薬物なども
あるとのことで改めて課題を突きつけられました。現地は治安がよく
ないとのこと。日本のような少子化という問題も無いそうです。
　最近世界３位という油田が開発されたとのこと。さまざまな資源があ
る国です。

●県議団会議、
●道路問題の調査
●県営住宅問題
●後期高齢者の入院、通院医療の具体的な内容について
●男女共同参画の学習会について
　NHKで吉野の桜が危機的な情況であるとの番組をみました。
菌が繁殖して、このままでは５年後になくなってしまうという衝撃的な
内容でした。１３００年続いた吉野山の桜を失ってはなりません。
　原因は地球温暖化で６月の雨量が少なく、７月に雨が続き山が水は
けで着なくなり根下ね具されや菌の繁殖。又生活廃水なども原因に
考えられるとのことでした。今年京大の先生方が現地で調査をされま
したが　サンプルも少なく本格調査が必要です。
大きな課題だと受け止めました。

今日から販売された大和
のうまいもの弁当、早速
食べてみました
セブンイレブンを探すの
に苦労しました５５０円
茶飯に大根菜と卵じゃこ
がアレンジされています
食材が豊で食べやすくヘ
ルシーです

明日からは広陵のナスを
使ったナススパゲティ、ナ
スの浅漬けが販売される
予定です

4/17 木 

●県立の病院でテレビや冷暖房器具を持ち込んだ電気料金を間違っ
て徴収したとして知事が謝罪し、返還するとの記事が新聞に報道され
ていました。
　担当課に電話をして確認したところ、カード式テレビなどは問題は無
くそれ以前に電気器具を持ち込むと１日２０円の電気代金を徴収って
いたとのこと。件数が５６００件に対して過徴収いが１４０万円ほどでし
た。
　返すのは当然としても手数料だけでも相当な金額になります。なぜ
このようになったのかが問題です。

　高校の入学金未納により、入学式に参加できない問題が千葉県で
ありましたが、奈良県ではなかったかと問い合わせ、県では入学して
から１０日以内に払うことになっているためそのようなことはないとの
ことでした。

●生活相談・・・・・生保の移送費問題

●２０億問題、ハイミールの保証人が県を提訴した問題では２１日奈
良地裁の公判１０時からとのことです。
　私たちがもともとの貸付から間違っていたと主張してきましたが内部
からの証言ではっきりします是非傍聴に参加しましょう。

●奈良県病院協会に豆田よしのり、井上よしこ、衆議院選挙区予定候
補、山村幸穂県議、らと訪問しました。
　病院協会は看護学校を持っていますがこれまでの卒業生は全員県
内に就職したと聞いて大変驚きました。
　診療報酬の改定が繰り返されもう対策の施しようがなくなってきてい
ることや、皆スタッフが疲れていて、医者が増えているのに患者がか
かれないというのは専門性を求めすぎることもあるのではないか、こ
れからの医療は内科医がいなくなってしまう。
　第３次医療がしっかりしないと県全体の医療が成り立たなくなってし
まうなどなど、時間がたつのも忘れてざっくばらんにいろいろなお話を
聞かせていただきました。
　どうすれば今の現状をよくしていけるのか共産党の意見を求めら
れ、お金の使われ方の問題や、医療の果たしている地域経済への役
割などもっとしっかり見ていく必要があることなど。救急医療のあり方
や、僻地医療問題など大変貴重な語意見を伺うことが出来ました。

にら
卵、煮物人参大根ちくわ
肉、ウインナ菜の花のサ
ラダレタスプチトマト、イカ
のフライ

4/16 水 ●２０億の資料の調査
●生活相談・・・・・池部駅前の踏み切りの拡幅について
奈良の西大寺の近くの道路建設について

●河合診療所にて　後期高齢者医療についての学習会
待合室にいっぱい参加していただきました。
　夫が社会保険の本人でこれまで扶養だった奥さんが後期高齢者に
なって保険料が引かれているともってこられました。



癌で受診している人は、医療がどうなるのかとても不安。

夫が現在入院中で、医療の中身が変わるのか心配

年金をもらいに行ったら８０００円も引かれている、２ヶ月に１回引か
れたら５００００円になる。とんでもない。

　今まで税金の控除で非課税だったが税金がかかっていたが、今回
は4万円も来ている、一度役場で非課税にならないのか聞いてくる。
　などなど怒り沸騰。署名もいつも書いてくれたことがない人も書いて
くれました。

毎日新聞にヤマトハイミールの高度化資金の連帯保証人になってい
る人が印鑑を偽造されたと県に裁判を起こしていることがわかりまし
た。

4/15 火 

●年金から後期高齢者の保険料が引かれる日です。母と一緒に銀行
に行ってきました。銀行では特に混乱はありませんでしたが、高齢者
の方が通帳をジーと真剣に見つめていました。

●２０億の関連資料の調査と整理

●中南和地区委員会総会

　お弁当が同じ２段のお弁当箱に詰めるので、ご飯ご飯の組み合わ
せとおかずおかずの組み合わせだったようです
われながらびっくりです。

馬見公園でお弁当を食
べました。
夫が借りている畑が公園
の隣にあるので、公園は
我が家の続きのような存
在です。

4/14 月 

●パソコンの整理に来てもらいました
●各派代表者会議，
　自民党が自民党改革と分かれたことによる部屋割りや座席の問題
などが課題に。
　初めて議会便りが県の広報のなかに入ることに、事務局作成の内
容に議論沸騰。
　議会の広報委員会が作られますので、今日の議論も含めて次回か
らは議員が作ることになります。
　議会の反対討論が３月でも認められませんでした。理由は委員長
報告に反対意見が入っているので重ねていう必要は無いということで
す。各派において全国の議会でどのようにされているかを調査しても
らうように要望．事務局で調査をしていただくようになりました。

●五位堂駅前の時計が昨年から故障したままで、交番の管轄とのこ
とで改善を要望しました。現在業者に発注中などで近日中に改善され
るとのことです。
●広陵町平尾のバス停の近くの横断歩道が通学路のなっているが大
変危険とのことで、警察に改善を要望。香芝署で、朝の時間に立って
様子を見てもらうことになりました。
●２０億調査
●弁護団会議
　奈良県の裁判が全国に影響を与え、いよいよ他県でも取り組まれる
ようです。
高知県の高度化資金モードアバンセでは、橋本知事に1,000万円の
支払いが命じられたとのことです。

玉子焼き、金時豆煮物菜
の花のマヨネーズ、しゃ
け
漬物、しょうがごま塩

4/13 日 

朝から雨
部屋の片付け
出たごみの分別も大変ですが何とか片付きました。

●明日の弁護団会議に向けて資料作成
　静岡の従兄弟が吉野山の桜を見にくるのでといわれたので、泊まる
ところを探してといわれてたまたま空いていた長谷寺のところを紹介
したところ、長谷寺がすばらしかったとお礼の電話をもらいました。

たけのこを頂きました。堀
たてで、とてもやわらかく
おいしく頂きました

ページトップへ

4/12 土 
 
●昨日の続きです。片山氏の講演は，「行政と，議会が両輪であると
いうことは議会は立法機関であり、そのための政策立案できることが



必要、議会事務局のスタッフの充実が求められる。」「議会が審議す
る重要課題は税について、予算、決算。」「道路特定財源が３月３１日
で期限切れとなったが、これを議論した議会は三重県議会だけ。専決
処分で報告されることになるが、専決処分で決められたのは郵便で
何日もかかってしか招集できなかった時代であり、メールも携帯電話
もある時代に議会を開催する暇が無いということはありえない。道路
特定財源は時限立法で切れることは前からわかっていて、延長が認
められるかは議会の力関係になるが、それもスムーズにいかない状
況があり、本来は特定財源を前提とした予算を組むべきではなく、延
長が決まった時点で補正予算とすべき問題である。」「国の官僚よりも
ガソリンスタンドの店主のほうがもっと真剣で機敏な対応が出来たの
ではないか。」と痛烈な発言でした。
　「各種の計画が議会の議決案件になっておらず、議会代表を当て職
で委員に入れることで議会の同意も得ているかのようになっているが
それはまちがっている。議会は最高機関でありそこで審議すべきこと
で鳥取では審議会から議員の参加はなくした。」とのことでした
　住民投票について片山氏は、「本来住民が議論していろいろきめた
らいいがそうできないため議会という間接民主主義を採っている、本
家本元の住民が直接きめたいというのであれば議会もそれを認める
度量が必要ではないか。」と言っていました。
　パネルディスカッションでは、三重県民ということで中山美保さんと
いう女性が参加。パネリストに選ばれたのは、県議会の傍聴をずーっ
と続けてこられたので推薦されたとのことでした。「県民の立場からす
れば三重県の議会改革は知られていない。もっと知らせる必要があ
ること。代表者会議が傍聴できるようになったことなど県民の目線か
らの発言は新鮮でした
　神奈川県の議長は議長選挙に公約を掲げて当選したとのことで
す。水面下のやり取りでなくどういった議会にするかを公約をあげて
選挙で選ぶことが本来のあり方だと思っていますので、そのようにし
ているところがあることに自信を持ちました。先が見えないときにはそ
もそもに立ち返ることが大事だと思いました
●広陵９条の会に参加、お昼は会の方々と一緒に近くのレストランの
バイキングを食べました。野菜中心ですが、お客さんがいっぱいでし
た
●葬儀に参列、先日お会いしたばかりで信じられません。人生には主
役が２回あると語ってくれたかたでした。最後は主役となって旅立た
れました。ご冥福をお祈りいたします
●懸案の部屋の片づけを行いました。私のもっとも苦手なところです。

パネルディスカッション

片山善博氏

4/11 金 
 

●２０億問題調
●三重県の長島温泉ホテル花水木で全国議会改革議員研修会が開
かれて参加しました。これは三重県議会と三重県議会改革議員連盟
が主催して開かれたもので第４回目の会議でした。元鳥取県知事の
片山善博氏が記念講演。日本の地方自治は教科書がほとんど国か
らの立場で書いているものばかり、地方自治は本来住民のものであ
り住民の立場から地方自治や議会のあり方を考えるべきという大前
提の下にとても面白い問題提起をされました。
●今日は帰りが遅かったので又明日詳しい報告をします。

4/10 木 
 

●王寺民報原稿依頼
●生活相談・・・・・生活保護が支給されたと報告がありました
●奈良民主医療機関連合会ニュースの原稿、今日が締め切りとのこ
と何とか間に合いました。
●知人のお見舞い
●母を連れて買い物に行ってきました
●２０億問題

4/9 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝。後期高齢者医療が人権侵害であることや管
理職とは名ばかりに残業代未払いの実態、憲法９条改正の反対が６
割ということなど訴えました。
●今年になっていろいろ忙しくずーっと気になっていました今井のお墓
参りに行ってきました。北摂霊園です。万博公園の桜がとてもきれい
でした。
●生活相談、２件。
●犯罪被害者問題。
●交通事故で罰金を払えずに刑務所に入らなくてはいけないといわ
れていた方が頑張って働いて罰金を全て返済できたとのうれしい知ら
せを聞きました。
●広陵町共産党後援会世話人会の参加。２議席実現できたのも、こ
れまで個人票と思っていたのが共産党への信頼に結びついていたの
ではないかと思います。後援会の方々の大奮闘が２人の新人候補当
選の大きな力でした

4/8 火 
 
●箸尾駅前早朝宣伝。新人議員２人と私とで３人で駅前に立つととて
もうれしそうにビラをとってくれました。後期高齢者医療制度について
聞かれ説明するとそんなばかなと怒っていました。署名をおくったがフ



ァックス番号が違っていたとのことです。大変失礼しました。署名の送
り先は0745-23-6328です。よろしくお願い致します。
●男女共同参画について県の担当課よりレクチャーをしていただきま
した。奈良県は県外の労働が最も多く男性の家事仕事の時間が短く
女性の家事労働が全国一長いということです。全国的には男女共同
参画についてゆり戻し現象がおきているとのことで新日本婦人の会で
聞き取り学習をさせていただきました。
●河合診療所、葛城北民主商工会、土庫病院あいさつ回り。

4/7 月 
 

●広陵町議会議員選挙、八尾春雄　932票，山田美津代897.89票で，
14議席中９位，10位で当選させていただきました。かけがえの無い共
産党の複数議席を守り抜くことが出来ました。一緒に力を合わせて公
約実現にがんばります。
●朝から五位堂駅で早速当選の報告をさせていただきました。町内を
山田美津代さん、八尾春雄さんと宣伝。雨の中でしたがわざわざ外に
出てきてくださる方もいて、これからの責任の重さを実感しました。
●お通夜に行ってきました。ご冥福をお祈りします。

２議席当選、事務所中大
喜びでした

4/6 日 
 

●広陵町議会議員選挙の投票日。棄権防止の電話かけ。ナッチャン
とおさんぽしながら投票に行ってきました。途中保育園のお友達が声
をかけてくれました。
●ハルちゃんと約束のクレープを作りました。材料を買いに行くのに車
に載せると、マイクが付いて宣伝カーになっているので大喜び。ハル
もお話しするとマイクを握って、「恐竜は好きですか？、ジュラ紀と白
亜紀とどっちが好きですか？」と何でも恐竜に結びつきます。
●そろそろ開票が始まります。いいお知らせが出来ることを願ってい
ます。

ページトップへ

4/5 土 
 

●町会選挙の最終日
午前中は女性候補の車で一緒に宣伝。午後からは政党カーで宣伝。
後期高齢者医療について僧侶が人間の尊厳にかかわるものと反対
署名500筆集めていることが赤旗にのっていたので紹介。人生の終焉
を姥捨て山状態で迎えていいでしょうか、姥捨て山なら捨てたら終わ
りですがこの制度は捨てられても死ぬまで保険料が年金から引かれ
ますというと足を止めてじっと聞いてくださり大きく手を振りかえしてく
れました
それぞれの候補の地元を歩いてまわりました。広陵町３時間ウォーキ
ング。
●女性候補の地元では普通の主婦が立ち上がったことにご近所の奥
さんがとても励まされましたと激励してくれました。

4/4 金 
 

●県庁へ、医療事故による専決処分の報告がありました。
●学校給食の牛乳が地元業者以外から納入されているためその仕組
みについて畜産課の説明を受けました。一定量を確保するため毎年
市町村から次年度の供給量を報告してもらい、県内を１９のブロック
に分けてそれぞれ入札して決定するとのことでした。
●ヤマトハイミールの県税滞納による差し押さえ問題。売買で所有権
移転がされた同じ日に登記されていますが１番違いで県が早いので
県に優先権があるとの説明を受けました。
●県議団会議

お昼に奈良町のお店でカ
レーを食べました。これ
ぞカレーという辛いもの
でしたが全身が温まりま
した

4/3 木 
 

●箸尾駅前早朝宣伝。男性候補と一緒に行きました５陣営が勢ぞろ
い。町長も駅のすぐ横が自宅のため各陣営の激励に出てきてくれま
した。
●宣伝
●両陣営の地元で演説会が開かれました。私も弁士として、奈良県が
議席が増えて日本共産党の発言時間が増え、今回予算の組み替え
動議をはじめて提出したことを紹介しました。国保引き下げで２６億の
無駄を削って福祉予算を増やすことを提案した他の反対で否決され
ました。しかしこれが世論になっていけば必ず前進していくこと、広陵
町は今回２議席になれば、14人の２議席なので今まで以上に大きな
力になることなど紹介。赤部の演説会では引退する寺前議員の涙の
訴えが聴衆に伝わっていました。

4/2 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝、６時２０分くらいに行きましたが次々に候補
者が勢ぞろい、７人の陣営が駅前に並びました。広陵町議選もヒート
アップです。
●生活相談　生活保護について
●犯罪被害者問題について
●学校給食の牛乳について
●子どもの通学路について
●２０億問題について
●宣伝、演説会のお誘い、などなど

4/1 火 
 

●とても寒さが身にしみる日になりました
●広陵町町会議員選挙告示、新人２人が立候補、それぞれの出発



式に参加しました。予想通りの２名オーバーの選挙です。６日の投
票日にはそろって当選できますように、演説会のお誘いや宣伝電話
かけと応援しました。
●県議会から自民党が分裂して自民党改革という会派７名で結成さ
れたとのことです。又民主県民クラブは，民主党になったとのこと。
県議会も激動です。
●後期高齢者医療制度が始まり、母の世帯分離の手続きに行ってき
ました。
●ガソリンの暫定税率の廃止でスタンドに行きましたが144円と据え
置きでした。舛添厚生大臣が後期高齢者医療を名前だけ「長寿医
療」に変えたとのニュース。中身が変わっていないのにあきれて物が
言えません。

ページトップへ


