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7/31 金 
 

●畠田駅早朝宣伝.、金田千代子議員吉川久議員と、全駅宣伝でした。朝から涼しく過ごしやすい日
となりました
●河合民報の原稿訂正
●３区選対会議
●王寺町で赤旗のお勧め、日曜版２部、７月までの約束の人に選挙までとお願いしてさらに日刊紙
１部と日曜版２部
　いろいろお話を聞いていると、過去のことも良くわかっていて今の状況を見ています。目先の甘い
言葉にだまされないようによく考えているようです。
　お店の奥さんと話をしていると、年金をもらい始めた人がみんなこんなに少ないのかとびっくりして
いる。これで天引きされたらやっていけないといっているといろいろなお客さんのことを話してくれま
した。
風船を買いにうさぎやに行って来ました。あて物やおもちゃお菓子がいっぱいで見ているだけでも楽
しくなります。
母のお見舞い

●五位堂駅前夕刻宣伝豆田さん、香芝市の池田議員とともに

7/30 木 
 

●３区選対会議
●３区女性後援会、女性政策の学習、みんなで集ると元気が出ます。
●後援会のニュース作成
●生活相談・・・生活保護について
●演説会の案内宣伝
●新聞の集金と演説会のお誘い

　ハル君がポニョのビデオを借りてきました。映画は見たのですがもうひとつ良くわかりませんでした
が、今度は少しわかったような気がしました。

7/29 水 
 

●３区選対会議
母のお見舞い
●葛城税務署に収支内訳書の提出に対して集団返却。
●河合町、赤旗のお勧めと演説会のお誘い。赤旗が５部ふえました。いよいよ選挙でんなあという受
け止めです。
●葛城北民商と議員との懇談会
　北葛城郡と香芝市の議会のようすがよくわかります。先の広陵町の住民参加の会と町長との懇談
会で町の融資などを検討する会議に民商も一緒に参加していただくとの回答を再確認。
給食問題では親の就労形態が１０年前とぜんぜん違い皆働きに出ているとのこと
商売も奥さんが働きにいきだしているところが多いとのこと
●女性後援会の準備

7/28 火 
 

●王寺駅早朝宣伝
●近畿高校総合体育大会の開会式に参加、皇太子を迎えてというので警備が厳重でした。最初は
ほとんど雨が降っていなかったのですが、途中から本降りで皆ずぶ濡れ、インフルエンザの流行に
ならないかと心配します。
　開会式はマーチバンドや、バトン、入場行進ではそれぞれの地域の特色を出したりなどとてもよか
ったです。奈良県ではいくつかの高校が一緒になって吹奏楽バトン、会場を飾る花は養護学校の生
徒さんが育てたものなどみんなでつくり上げたという感じが伝わりすがすがしいものでした。
●生活相談・・・精神障害者手帳と生活保護の障害者加算について、手帳の２級が２３級の加算の
想定されるとのこと
●午後から裁判の傍聴
　ハイミールの連帯保証人の人が印鑑を偽造されて保証人にさせられたので返済の義務はないと
県に対して訴えたものです。
　印鑑を渡したとされる娘さん妻、当時の県の担当者、本人の４人が弁論をおこないました。
１．印鑑を渡したのは本人の不在中、本人が承知しているからということで渡している、
２、本人がそれを知って何に使われたのか県に行くも、門前払いで、ハイミールの理事長に聞いてく
れ、理事長の自宅に行くと、すべて、ナカモトサンに聞いてくれとの繰り返し。
３．ナカモトサンは県の人だと思っていた。
４、裁判長が協業化したときの関係者の名前を読み上げてこの人を知っているかと一人一人確認
するが、名前は聞いているが会ったことはないなどとても一緒に組合をつくったとは思えない認識振
りであった。
５、組合をつくりには化製業の廃業を行い一本化することになるが、当時、自分で油を炊いていて収
益もあり協業化の必要などなかった。
６、それなりの補償があればやめて回収運搬だけでもいいとも考えるが、何の保証もなく油はたけ
なくなった。原料は谷口さんに運んでくれといわれた。

●王寺駅夕刻宣伝
　階段下に宣伝カーを止めてビラまきをしていたら若いこがが１０枚くらいなら配ってやってもいいよ
と言いに来て、３人が協力してくれました。やはり若い子が配ると若い人の受け取りが違います。

7/27 月 
 
母のお見舞い、ゆっくりそばにいられないためもっといてほしいという。.
こそだての時期を思い出します。

●それでも１１時からの裁判の傍聴をするには並ばないと券がもらえないと聞いていたのであわて
て奈良に・・・
　１０時３０ごろでしたが、私の前で抽選の券が打ち切り、それでもと並んでいたら、知り合いの方が
券をくれたので法廷に入れました。
　前にいた青年がおばちゃんエアコン故障したら電気屋に電話したらいいんか？
なおしてくれるか、と何度も聞いてきました、障害のある人がたくさん来てました。
　広陵町の大橋製作所の障害者虐待問題です。国とのやり取りで原告の求めに文章の提出をを拒
んでいる様子。あまり良くわかりませんでしたが、ハイミールの裁判のときも前段は文章を出す出さ
ないにずいぶん時間がかかり、裁判所が県に提出命令を出した経過がありましたので思い出しまし
た。

●林業問題の調査
●広陵町の地元の小学校訪問。



　図書館司書が廃止された後の状況をうかがいに広陵町議員団といってきました。
●演説会と新聞のお勧めに２軒訪問。年金で入れる老人ホームは切実な要求です。
●夕刻青年宣伝近鉄高田駅　豆田さんも一緒に宣伝
　核も基地もない日本にしましょうと訴えると高校生くらいの子供たちが３人手を振ってくれました。
●３区選対会議

7/26 日 
 

●３区選対。
●生活相談・・・田原本の吉田議員と一緒に相談を聞かせていただきました
川上村にて、林業を考える会があり行って来ました。吉野町のやぶさか議員から岡山県の西粟倉
村の視察に行った報告を聞きました。
　上質の田舎ということで１００年の森事業を具体化しています。管理委託と未整備森林の増加によ
って１０年間村と管理委託を結んでシュウダン伐採や間伐を行い森林整備を進めます。また所有者
が売却を希望したら村が買い取り、村の責任で管理します。
　村から未整備森林をなくしていくことを目指します。
　感心したのは森の学校による地域雇用創出、また定住空き家活用事業で、村が借り受け家賃の
半分を借主に渡します。又リフォームも所有者と者と十分協議して村が３５０万円以内で行います。
　奈良県ではなかなか進まない理由に仏壇があることや、正月には帰りたいというのが多いのです
がそれに関しては、１部屋だけは空けておきかえってきたら自由に使えるようにしておく、、貸すほう
もいつも掃除などしてもらっているので帰ってきてすぐ使えることや日ごろ親戚のようなお付き合い
をしているなど大いに参考になりました。
　個々は合併せず自立を選んだ村ですが、職員が大卒で専門の人を雇用、村に関係のないよその
空気を入れて思い切った発想が出来ることを心がけているそうです。地元の人は１０年以上よそに
いてユーターンをした人は雇用の対象とか、それにはいいろいろ意見もあるようです。
　各地の実践や交流を通じて林業政策が提案できるようにしてはどうか。林業がならの未来や日本
の将来に重大な影響を持つなどとて面白い会議でした。
　また１００年のサイクルで考える林業が個人の所有になっているため収益が優先されるが切り出し
てもコストがあわないで現状で、共同化を進めていかないといけない時代になっていると具体的な
話もされました。私には林業関係の補助金の調査など宿題も出ました。

ページトップへ

7/25 土 
 

　田舎のおばがなくなったとの知らせがはいりました。実家のお店を手伝ってくれていたこともあり、
いろいろお世話になった人です。ずっと意識不明が続いていました。心からご冥福をお祈りいたしま
す。
●３区選対会議
●コーラスの練習
　公民館で日よけに作っているゴーヤがとれて、ご自由にどうぞと書いてあったのでコーラスのみん
なでひとつずつ頂いて帰りました。早速てんぷらにしてみました。
●ホームページの書き込み
●雨が降ってきたのでたまっていた用事を片付けました
●議会の準備

7/24 金 
 

●全駅宣伝、河合町の大輪田駅に行って来ました。この場所はプラットホームの目の前で演説でき
るため反応が良くわかります。
　子供の教育の問題で、いま進学をあきらめる理由が７割が学力ではなく経済問題。
世界１高い学費私学が１３０万円。国立が８８万円。学費０が世界では常識です。親の所得の３４％
が教育費に使われていますと訴えると高校生が良く聞いてくれます。
企業から献金をもらってものを言われる党ではなく、企業にきっぱりものが入れる党，日本共産党が
伸びてこそ新しい政治が実現できます。
　駅まきびらもよく読んでくれていました。宣伝カーの前をおばあちゃんが何か書いたもんおくれと声
をかけてくらました。これ１枚だけでぐちゃぐちゃになっていますけど良かったら読んでくださいと手元
ののビラを渡すと、「よみまっせ」と受け取ってくれました。
　宣伝が終わると近くの人がスイカを持ってきてくれました。皆さんの期待を感じます

●３区選対会議
●女性後援会の件
●水害の学習会の準備

母のお見舞い
●五位堂駅夕刻宣伝　豆田さんが来てくれました。

●築山公民館にて友の会主催の水害学習会、大和高田市の環境部長さんも来てくれました。私も
県が取り組んでいる水害常襲地域減殺災対策などを紹介。
７月１日の豪雨で高田市築山地域では道路が水につかる浸水があったそうです。
原因は農業用の堰が閉じたままになっていたことによるものです。
築山から高田川に入るところのゲートは１９年の水害から地元が要望して管理が綿密に少しでも警
報が出たときには夜中でもガードマンが駆けつけて連絡するようになっているそうです。
　一方水利組合が管理している堰については、地域によって使った人はさいごはあけることになって
いるところや管理事態がはっきりせず、又水利組合と大事が異なる場合など地元自治会と協議する
ことが大切ではないか感じました。
　県の河川改修が２箇所の堰が取れることになったのでこれまでは２５０メートルの河川改修を１２５
メートル筒に分けていたものを縦割りにして右岸側左岸側と工事をすることで水の吸収が４０％アッ
プするとのことです。
　市街化区域変変更については災害の起こりやすい地域ははずすなどが必要。
また築山地域の遊水池が角度や切込みが実態に合わず、池はまだ容量があるのに地域では水つ
きが起きているなどがわかりました。市としても早速現場を確認して対応してもらえることになりまし
た。
他の参加者からは、夜中に水が出たら連絡はどこにしたらいいのか。
ゴミ袋が有料になったら夫婦二人で少ししかごみが出なくてもったいない、家にあるものに入れてシ
ールを貼ってはどうかなど意見が出されました。

7/23 木 
 

●３区選対会議
●土庫病院にて生活相談会・・・保険料について・予約受信について
●宣伝カーテープ吹き込み
●生活相談・・・生活保護に関して

●近鉄高田駅前にて５時から豆田よしのり３区予定候補、山下芳樹参議院議員の演説会で司会を
させていただきました
●斑鳩ホールにて日本共産党、後援会の決起集会。３００人の会場がいっぱいで立ち見がでる盛況
振りでした。

7/22 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝、公明党が駅の南と北で宣伝、共産党は駅の上で宣伝
　マイクを使うと先に来ている公明党に失礼になるので線路沿いのところから宣伝させてもらいまし
た。
●３区選対会議



　皆既日食でした。あたりが暗くなりぼんやりと太陽が欠けているのは見えたのですが、たまたまビ
ラを届けに行ったところでインターネットの画像の同時配信にばったり出くわし、今井さん見てみてと
一緒にじっとその様子を見ていました。だんだん重なってリングが見えたり、赤い天なども見えまし
た。そのうちに少し耀子なったと思うとバット輝きダイヤモンドリングが、感激です。

●豆田さん記者会見に同席
マスコミ関係者のいろいろな質問を聞きながら、豆田さんについて知らなかったこともわかり、候補
者の押し出しとしてももっとしていく必要を感じました。

●生活相談・・・学校の階段で利用する車椅子のキャリアの会で教育委員会にお願いしていたころ、
使っていない学校があるので貸していただけるとのことでした。
繊維筋痛症の治療を受ける医療機関がないとの相談。
モルヒネを使って位ｒと通常の下痢嘔吐でも近くの医療機関で見てもらえないとのことです。

●宣伝・・・エコマミ、ヤオヒコ、おくやま前で宣伝しました。
　先ほど記者会見で仕入れた豆田さんのおしだし、田原本町議の時代に２０人の議員野中で共産
党はたった一人で学童保育所の願いに最初は反対していた議員が署名。豆田さんの説得で賛成し
てくれるようになり、５箇所同時に実現したことなど話すと他の話では反応のなかった若いお母さん
や子供たちが関心を示してくれました。

宣伝カーで帰っている途中に奥野さんとばったり、歩いてまわっていました。どこも選挙本番です。

7/21 火 
 

●県委員会にて会議
●学校で使用されていない移動リフトつき車椅子を貸してもらえるところがないか教育委員会に相談
して探してもらうことになりました。
●県庁へ
●マスコミの人がきました。

母の主治医の先生から治療方針を伺いました
●広陵オークワ前で宣伝、ビラまきをしていた支部の人が出てきてくれました。
　いよいよ選挙ということで関心が高まっています。
●下市の車椅子の生徒の学校入学問題で、町が正式に入学通知を自宅に届け控訴を取り消したと
のこと。

7/20 月 
 

●地元に全戸配布ビラまき
●宣伝原稿作成
●北葛宣伝
　いよいよ総選挙ということで共産党が何を言っているのか聞こうという感じが伝わってきました。
ショッピング前で６箇所おこないました。

7/19 日 

 

●テープ作成
●広陵支部会議
●広陵町議員団会議
　赤旗に神山征二郎さんの発言が載っていました。その中で川柳作家の鶴彬が紹介されていました
「手と足をもいだ丸太にしてかへし」「万歳とあげていった手を大陸においてきた」戦争反対とは一言
もあリません・・・が強烈な反戦メッセージです。
　当時の国にとっては邪魔な存在です。治安維持法で検挙され留置場で赤痢に係り２９歳の若さで
獄死しました。
　今出身地石川県の皆さんが彼の生誕１００年を記念して映画の作成がおこなわれているそうで
す.。神山監督は広陵９条の会でおこなった映画「ラストゲーム最後の早慶戦」の監督です。
　いよいよ総選挙、治安維持法こそありませんが、ビラまきをして検挙されるなどが起きています。
歴史を後戻りさせてはいけません。歴史の歯車をしっかり大きく前に動かす選挙にしたいものです。

夕方から電車に乗って
青山高原一の坂という
ところにあまごを食べ
に行って来ました。
孫たちはあまごよりも
森の中という場所がと
ても怖かったようです。
こんなどきどき感も大
切です

ページトップへ

7/18 土 
 

●流しテープの原稿作成吹込みをしましたが、なかなかうまくいきません。選挙準備。
●生活相談・・・宇陀市の方から応援していますと電話をもらいました。バス事故のことや甲旺盛の
殺人事件など行政責任を追及してくださいということでした。

●知事と県民の集い　地場産業振興センターであり、参加させていただきました。
知事から報告の後、５人の県民の方がそれぞれの立場で提言をおこないました。
香芝の方は、建築基準などでは合法だが、実態は戸建住宅から７０センチしか離れていないところ
に７階建てのビルが建ち。ごみ置き場には屋根もない。奈良県として規制をもう少し見直すべきでは
ないかとの提言でした。
　明日香村の問題や中和地域の資源を生かした観光、がん対策や、古事記にちなんだゆかりの地
を結ぶ古事記ロードなどいろいろ勉強になりました。
　知事が回答し、関係部長が補足答弁でした。明日香の問題で知事は生駒の人にあったときに日
本の明日香は有名で行ってみたが、ただの田舎でヨーロッパにはあれくらいの田舎はどこにもある
といわれたそうです。
　埋蔵文化財をどうすればその価値をつたえられるか歴史を見せることを考えているといわれてい
ました。３０年間続いた明日香立法が終わります、今後のあり方を考える重要な段階と感じました。
　また道路をつなぐアクセス、御所インターの問題、高天が原のあたりの直売所やレストランなどさ
まざまな観光の拠点作りが考えられているこも知ることが出来ました。
　がん対策ではとてもよく勉強されていて、がんという命の限りがある病にか勝ている方にとって早く
いいものをつくって欲しいという思いが伝わってきました。
　他府県の事例で図書館に医療関係の本をそろえて情報提供しているなど参考になりました。
　古事記ははまりだすと，奥が深くてつきないようです。奈良県には改めて押し出す資源が余りあり
それに気がついていないと思いました。

　孫の保育園の夏祭りに行って来ました。下の子が生まれる前に登園拒否で心配しましたが、スッ
カリなじんでお友達と元気に遊んでいてほっとしました。

7/17 金 
 

●佐味田川駅早朝宣伝,南口よしえ議員、支部の方とご一緒に
　解散総選挙がいよいよということでホームのところからよく聞いてくださいました。
●県議団会議
　車椅子の移動の出来る機器を導入している県内の学校について教育委員内にお願いして調べて
いただきました。結構、県内にも使われています。
　階段を車椅子でも移動できるものですが、実際は下りるときに車椅子に乗っている人が下が見え
ず不安があり、あまり使われていないとのことでした。
　ﾄﾞｲﾂで開発された機器が国際安全基準に認定されているものでどんな階段にも対応できるという
ことです。もう１種類は京都の会社のものがいいように思いました。矢野議員に連絡。
●２０億事務局会議の件



●過疎水資源対策特別委員会県内視察の件
●３区選対会議

7/16 木 
 

●原稿、テープ吹き込み
●法務局にて調査
●がん対策条例検討委員会
　1時30分からはホスピス勉強会の真詰会長、あけぼの会の吉岡会長が患者さんの立場から話を
聞かせてくれました。検診率50％目標のことや、ネットワークのことなど意見が出されました。
　３寺30分からは医療関係者からの意見として、地域医療等対策協議会のがん対策部会の長谷川
先生、ホスピスがある国保中央病院の吉岡先生、民間医療機関から吉田病院の斉藤先生からそれ
ぞれの立場で意見を聞かせていただきました。
　共通認識は奈良県のがん対策が遅れている、計画がないのは奈良県だけです。
専門的治療が必要なときは拠点病院，一般の管理でいけるときは地域の医療機関終末期の場合
は在宅やホスピスなど奈良県のがん治療の均点蚊が必要でホスピスが出来たことで緩和ケアの額
集会やネットワーク化が図られてきていること。

　またチーム医療で24時間支える体制、開業医が在宅の終末が出来ないときはセカンド主治医でホ
スピスが応援するなど検討されているとのことです。
　医療機関では患者が来たときはがんが進んで手遅れになっていて医療費の心配が発見を遅らせ
ている、汗顔など国のフェブリノゲンによって公費治療が受けられるようになったが患者は地域にた
くさんいるのにその医療が使えるのは専門病院しか出来ないとハードルをあげている。地域で出来
ることはハードルを下げてどこでも出来るようにすべき、など知らなかったことが出されて条例作りに
も大いに参考になりました。

●下市町の矢野議員から町の教育委員会が公訴を取り消すことを正式に自宅までは報告に来られ
たとのこと。
●3区常任選対会議

7/15 水 
 

●法務局調査
●各派代表者会議
　各派の席は私は変わらないのですが、自民と民主が入れ替わって新たなスタートの感じでした。
厚生委員会の分野が内容が多くてもう少し見直ししてもらえないかと提案しました。
●正副委員長会議
　朝は10時30分昼は1時30分からの会議時間でしたが、それぞれ10時から、1時からとなりました。
又常任委員会ついては午後からおこなう、決算委員会は1日増やして4日間とする。委員会では1問
1答式も考えるなどが出ましたが、委員会の1問1答はすでに委員の質問によってはおこなわれてい
ます。

●葛城北民主商工会収支内訳書抗議集会
　短時間でしたが多くの方が集ってくれ、挨拶をさせていただきました。
　税金の集め方と使い方が間違っている、設けているところは優遇してまじめに働いて納税している
業者には，法律に定められていない収支内訳書の提出を求めてくるのはおかしい、東京都議選で
議席が後退してがっかりした人がいるかも知れませんが票は伸ばした。
　又税金の使い方では政党助成金を使わなければ戻すべきところを52億円も溜め込んでいる。企
業献金も認めている。お金で動く政治を変えないといけない。奈良でも7人全員当選できた共産党の
期待が高まっている。来るべき選挙ではぜひ勝たせて欲しいと挨拶しました。
●下市町議会で教育長が控訴を取り下げるという発言をしたとのこと

7/14 火 
 

●２０億問題。
●生活相談・・・障害者の弁護士相談の件
母のお見舞い
谷口明花ちゃんから電話をもらいました。学校はとても楽しいそうです。何よりです。
●奈良市の市会議員選挙を受けて全県の総選挙勝利の決起集会が奈良でおこなわれました。
東京都議会議員選挙結果をどう見るのかでは、４年前１３議席獲得の時には６８万票、今回は議席
は後退したものの７０万票、参議院の比例票の１２７％増です。
　又、衆議院では東京ブロックで１議席ですが、７０万票は２議席取れる票です。他党は０７年の参
議院比例票と比べて、自民は９４．７％、民主１００，１％公明１０３．５％で大いに確信できるもので
す。
　東京が議席を減らす中で奈良市の７人全員当選は全国を励まし、奈良地区委員長は取材に大忙
しのようです。
　小選挙区の井上よしこ、西文子、豆田よしのりの３人も選挙が決まって元気いっぱい、１年１０ヶ月
も頑張ってきたあとゴール目前全力疾走で頑張ります。と力強い決意。
広陵、高取、山添、田原本と各地の取り組みが報告され、元気をいっぱいもらえた集会でした。

挨拶をする７人の奈良
市会議員団

7/13 月 
 

奈良市会議員選挙の結果が気になってインターネットで奈良市選挙管理委員会を調べたら７人全
員当選でした。小林てるよ市長候補は２４０００票、仲川げん氏が新市長になりました。
　東京都議会議員選挙で民主の圧勝の中で共産党は１３議席から８議席にと後退して残念でした
が、奈良市の定数７減での中で７人が票を伸ばしての当選。やったーという感じです。ご苦労様でし
た。

●４４歳の男性が入党してくれました。
　昔は社会党を応援していたとのことですが変節してしまい、それからは選挙では共産党をに入れ
てきたという人です。新しい力は大歓迎です。
麻生総理が７月２１日解散、８月３０日投票をきめたと報道されました。
いよいよです。歴史的な選挙頑張ります。
久しぶりに次女の家に行って孫たちと会ってきました。

7/12 日 
 
●第３６回北葛城郡少年野球大会が，上牧町健民グランドで開催。雨が心配されていましたが晴天
になりました。
　８チームが参加、入場行進を見ているとチームの雰囲気が伝わります。少年に混じって少女が一
人元気に参加していました。

●上牧町議会報告会
　豆田よしのりさん、石丸典子議員、東充洋議員と今井が報告させていただきました。
　２０００年会館でおこないましたが、財政難で会場が使えない施設になっていましたが、町長が替
わって利用できるようになりました。出来立てのニュースを配布して報告させていただきました。
　最後に会場からの発言として８０歳の足が不自由で介護保険のサービスを受けている方が発言。
　日本共産党を応援しているが、体も不自由でやれることが限られている上牧は引っ越してきたば
かりでほとんどわからない、でもふるさとには知人や友人がたくさんいる、みんなに共産党は８０年
以上も前から戦争反対を貫いてきた政党だと語っている。比例代表は全国どこでも共産党。皆さん
もぜひよろしくとの発言がおこなわれ、みんな勇気をもらいました。
上牧町は、大型店の出店問題や墓地の開発問題などを抱えています。目が離せません。



　母のお見舞い　思ったより元気で、明日から始める予定の抗がん剤治療を少し様子を見るとのこ
とです。
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7/11 土 
 

●コーラスの練習　　「折鶴」と「もしも空から」を練習
　新しいメンバーも加わって、８月２３日ならのうたがき、９月５日のまほろば音楽祭の発表に備えて
練習です。
●２０億問題のまとめ
●みっちゃんの宅急便の原稿調整

7/10 金 
 

●２０億問題調査
●生活相談
●赤旗日曜版が増えました。
●ならの知人に選挙のお願いの電話をかけました。

7/9 木 
 

孫のちなつちゃんが３歳の誕生日でした。
夜はそれぞれ忙しいので朝お誕生日会をやることになり、甘いケーキが嫌いなためスイカにローソ
クを立ててお祝いしました。
●下市に行って来ました、谷口明花ちゃんのお母さんにお会いしてきました
●中学校にも伺って校長先生に暖かく受け入れをしていただいたことの御礼を伝えてきました。ハー
ド面での一定の整備は必要であえると感じました。
●健生会友の会３役会議
●理事会との懇談会
●生活相談・・・施設入所の件・検診問題

ウルトラマンや怪獣の
お人形とばかりと遊ん
でいましたがやっと赤
ちゃん人形がやってき
ました

7/8 水 
 

●五位堂駅早朝宣伝、藤本みやこさんが来てくれました。
県庁へ、
●同和対策の終結についての調査
●ニュースの作成

●２０億問題の調査。ヤマトハイミールの工場の解体工事が始まっていました。
●１０時過ぎに高田の稲葉議員からドメスティックバイオレンスの相談有り、県の相談センターに連
絡を取りました。

7/7 火 
 

●大輪田駅早朝宣伝
●みっちゃんの宅急便原稿作成
　母の病気の説明を主治医から伺いました。多発性骨髄腫に効き目があり最近保険適用されたサ
リドマイドを使用してはどうかということでした。
　母は後期高齢者ですが最新の治療をしたいただいてきた先生を信頼。お願いすることにしました
が、薬の管理が難しくビデオの説明や内容を理解できたかのチェック、家族の立場で薬の管理者に
なることの同意や定期的な製薬会社からのアンケートの回答など複雑です。
　結構時間がかかり、ゆっくりゆとりを持って宣伝カーに乗るつもりがぎりぎりでした。おなかがすい
ておにぎりを買ってきてもらってくるまで食べましたが、こんないおいしかったかと思うくらいおいしい
おにぎりでした。

●なら市長選挙応援小林照代市長候補の車に乗って応援演説をしました。
小林さんの地元ということもありましたが、暖かな雰囲気足を止めて聞いてくれたり、手を振ってくれ
たり。アナウンサーの２人は浴衣宣伝のあとということもあって浴衣姿でした。

7/6 月 

 

　母の入院で病院に付き添っていってきました。メディハウスの職員さんに見送られての入院です。
今度は帰れるかわからないというのが口癖ですが、そう言い出して５回目の入院となりました。
●県庁へ、机の上にいろいろな方からの伝言がありました
●２０億問題
●がん対策委員会の参考人の推薦について
●赤旗の集金
●車椅子の少女の入学問題
●入札問題
●河合民報の原稿
　夫がチューブのコンサートに行ったので、久しぶりに孫ふたりお風呂に入れてやりました。こんなす
き放題がよく言えるものだと笑ったり怒ったり。子どもはそんな風に大きくなっていくのだと思いま
す。

7/5 日 
 

●奈良市会議員選挙、市長選挙の告示日です。
　*松岡かつひこ候補の出発式にいってくださいとの連絡を受け、あやめ池に向かって車を運転して
行ったのですが、今まで走っていた登美尾川沿いの道が一方通行になり、西ノ京周りで行くことにな
ってしまいました。
　今まで何度も行ってそれなりに土地勘がある私でもこんなにややこしいのに1300年祭で全国から
来てもらうのにややこしいだろうと感じました。
　事務所開きは松岡さんの人柄を半利するように地元の応援団が温かいメッセージ。お金がないか
ら死ぬしかないといっていた友人を助けてもらいました。松岡さんは私たちの１１０番です。と・・・・・
　私は首都東京で３日から昔の主とならで今日から選挙が始まった。いずれも日本共産党がどれだ
けのびるが国民の暮らしを守る力になるなる選挙。
　県議会の議長選挙にも触れ、自民と民主が一緒になって議長副議長を選んだ。　住民の暮らしや
命を守ることよりも議席をいかに取るか。どうすれば選挙に勝てるかが最大の関心事と感じたと紹
介。
　「日本共産党の議員がいることが、地域のセーフティネットになる」と挨拶させていただきました。

●王寺民報の原稿
　母の入院の準備
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7/4 土 
 

●明日は高取町議会議員選挙の投票日です。
日本共産党の新沢明美候補の応援に行って来ました



　青年がいたので声をかけると新沢さんの長男さんでした。20年前に立候補したとき４,５歳くらいで
その下にもう一人弟さんがいました。スッカリたくましくなって成長して頼もしい限りです。
　土佐の街道を歩きながら宣伝。彼女の活躍が良く知れ渡り、多くの方が声をかけてくださいまし
た。いよいよ明日は投票日.必勝を願っています。

　桜井の駅のホームで高校３年生が友人の刃物で刺されて亡くなるというショッキングなニュースが
飛び込んできました。
人間関係がうまく作れない社会の中で何が大切か真剣に考えなくてはいけません。　愛してるという
ドラマをずっと見ていましたが、子どもの発信を大人がしっかり受けとめられるようにするにはどうし
たらいいのでしょうか、人間が大切にされる社会
は今本当に求められています。

7/3 金 

 

●ホームページの日記、整理
●今日から谷口明花ちゃんが、下市中学校に入学することになりました。
　新聞に載っていた笑顔を見て一安心です。この笑顔でいろいろな困難を乗り越えて行ってくれると
思いました。
●赤旗集金

●住民参加の新しい広陵町をつくる会で平岡町長に７つの緊急要求を申し入れました。
　*その中で予算の作成に住民参加をしてほしいとの要望に、パブリックコメントを導入することを考
えて行きたいと回答。
　*また町のさまざまなところに商工会しか認めていないものに民主商工会も同じ様に参加を認めて
欲しいとの要望には認めていくと回答しました。
　*竹取公園の駐車場の無料化には町民の無料はおこなっていく方向で条例改正を進めていくと回
答していただきました。3,000票の重みは確かだと感じました。

●高取町演説会

7/2 木 
 

　６日から母が入院することになり手続きをしに行ってきました。
　下市町の車椅子の少女の通学が明日から実現できるとのこと。その一方で下市町は仮入学決定
を認められないと高裁に控訴したとのことです。
●生活相談・・・２件
●奈良県議会がん対策条例検討委員会において関係者の意見を聞くため、関係者に参加が可能
か連絡。検討してもらうことになりました。

●高取町演説会兵庫の公民館でおこなわれ、応援演説をしてきました。
　共産党町議会候補の話は高取町の前町長の土地開発公社の不正問題で、町議会で調査委員会
を立ち上げその委員長として住民に全てを公表する立場で頑張ってきたことを事実を持って報告
し、迫力のある頼もしいものでした。
　次の議会に欠かせない議席、大丈夫論とのたたかいですが、選挙は多すぎて困ることはありませ
んが、１票でも足らなければ負けです。頑張りましょう。

7/1 水 
 

●五位堂駅早朝宣伝
●赤旗の集金
●議会運営委員会
●広報委員会
●県議会の最終日、役員改正でした。
　*議長は自民と民主、新創ならが合同で議長選挙は安井宏一議員（自民）２９票、丸野俊彦議員
（自民・改革）７票、山村幸穂議員（共産）５票、はり真弓美議員（公明）３票
　*副議長は、３票無効、田尻匠議員（民主）２６、荻田義雄議員（自民・改革）７票、今井光子（共
産）５票、はり真弓美議員（公明）３票となりました。
　*私は厚生委員と過疎水資源対策特別委員会副委員長になりました。　
　*また議会運営委員を引き続いてさせていただきます
　*田中美智子議員が、国際文化観光学研都市、平城遷都１３００年記念事業推進対策特別委員
会の副委員長になりました。
　毎年夜中の１２時までかかるような議会でしたが、今回は９時には議会を出ることが出来ました。
国政を前に対決ポーズの自民と民主が県議会では統一というのは県民に理解しがたいところで
す。

●生活相談・・・検診問題
●大台ケ原の検討委員会の報告書を頂きました。
　マイカー規制によるパークアンドライドと地元観光との調査を県が実施し次回の会議で提案する
とのことです。
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