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5/31 月 
 

●箸尾駅前早朝宣伝　八尾議員と宣伝、いろいろな方が声をかけてくれました。

●大和高田商工会議所、中井隆男会頭（大和ガス社長）と懇談させていただきました。今の景気の悪化はこれ
までと違う、これまでは悪いといってもたくわえがあったが今は削れるだけ削っての状況。
　太田候補がサティが６月末で閉鎖になるが、今後のことで御意見があったら聞かせて欲しいというとリフォー
ムという考えもあるが、老朽化が進み難しいところがある。
　アスベストを使っていることも考えられる。あれだけの土地を再開発すればいろいろに使える。コストのことも
ある、地元の意見など良くきいて薦めていくなど、自由な意見交換をさせていただきました。

●太田あつしさんと社会保険機構、産業会館、葛城保健所、保健所、中部農林事務所、子ども家庭相談センタ
ー高田土木事務所など挨拶と赤旗新聞のお勧め。
高田の演説会のことやNPТのことが話題になりました。日曜版３部・民報２部
●過疎水資源対策特別委員会」の質問準備

5/30 日 
 

●地元のビラまき、１時間コースでいい具合です。
　大和高田市のさざんかホールで演説会、４分間で主催者挨拶と決意表明・比例の紹介とカンパの訴えという
難題を言われて、挨拶させていただきました。

　高田の吉田市長さんが太田さんの激励。お互い私利私欲がないので議員として懇談するとあっという間に２
時間くらいたってしまう。
　自分は立場の違いがあるがとても楽しみな時間。今回太田議員が国政に挑戦するというのでほおっておけ
ない気持ちで応援させてもらうと挨拶され、とても感銘を受けるとともに太田さんの人柄ならではと関心。
　高田の他会派、無所属などの市会議員さんが５人も応援に来ていただき、議長さんや元議長さんなど勢ぞろ
い。あと２人も応援してくれているとのことです。
　高橋千鶴子さんも、すごいねこんなの初めてと驚いておられました。
太田さんの演説も勝ち抜く決意がみなぎって、大いに励まされました。

　高橋さんは演説会ははじめてでしたが、普天間問題や、志位さんのアメリカ報告、障害者自立支援法のリア
ルな国会の様子は興味深いものでした。
　沖縄で日本共産党がどんな役割をこれまで果たしてきたのかという話が印象的でした。安保反対基地撤去と
いうことをストレートに出しても沖縄ではさまざまな思いの人がいる。しかし、婦女暴行やヘリ墜落などは、皆こ
んな目にあいたくないということでは一致する、共産党は常にソノトキドキノバメンデ県民に寄り添い一致点を
大事にしてたたかってきた。そして沖縄の闘いにはいつも共産党が存在しており、テレビでも堂々と共産党の
旗が映し出されるようになった。
　そして人々は障害者自立支援法廃止の闘い、労働者派遣法の闘いを通じて、いつも共産党が一緒に頑張っ
てくれていることを皆がわかってきていると話してくれてました。
　終わってから、日ごろから太田さんを良く知っている人に感想を聞くと、市長さんがあそこまで言ってくれると
思わなかった。太田さんはすごい人だねといっていました。

ページトップへ

5/29 土 
 

●キャラバンカーで南口議員と河合町・上牧町を宣伝。
　普天間基地問題で関心が高く、お天気も良かったのでまずまずの反応でした。
年配の男性が、鳩山何とかしてくれ、顔見ただけでも腹が立つと宣伝中に声をかけてくれました。
中学生の下校のときで、子どもたちが演説に耳を傾けて横を通り過ぎ、終わって替えるときに手を振ってくれま
した。言ってことが伝わったかな。

●新聞の集金と演説会のお誘い、核のない世界の署名も頂いたのでお礼も兼ねて廻りました。

5/28 金 
 

●佐味田川駅早朝宣伝　風がきつくとても寒い朝でしたが支部の人がビラまきに来てくれました。
●９時３０分約束で大急ぎで県庁へ
入札制度が変更になることの説明を受けました。技術力と地元であることなどが有利になるような評価になる
とのことです。

●南和の医療について
輪番制が月曜日が空白になっているとのことで県に何とかすべきと言っていたところ、五条病院が受けること
になり改善されていたことがわかりました。

●林業シンポの要請
●県議団会議

福島瑞穂少子化担当大臣が沖縄普天間基地問題でへのこの移転先に署名をしなかったことを理由に鳩山総
理から罷免されました。社民党は政権から離脱すべきでしょう。

5/27 木 
 

またまた寒い日に逆戻りしました
●南和の医療問題について、関係者で懇談会を行いました。
　五条、吉野大淀の公立３病院の中で拠点病院や後方病院など役割を分担してネットワーク化していこうとい
う構想について、拠点病院の立地条件として車での交通アクセス、鉄道のアクセス、３次救急病院とのアクセ
スのいいところが必要ではないか。
　新たな病院を作るという機運を高めていくことが医療スタッフのやる気を起こすことにつながる。県立病院の
あり方が不明確．豪華すぎる病院でコストを上げることは今後の経営圧迫になりコストを出来る限り削減して病
院建設を進める必要、ネットワーク化をする際に民主的運営が求められる、地域性、人の流れ、経営主体のあ
り方などについて意見が出ました。

・・・・・相談２件
道路問題　　環境問題

5/26 水 
 
●王寺駅早朝宣伝、幡野議員金田議員と風がきつく、プラスターのカンバンがすぐに舞い上がってしまいまし
た。

●県庁へ
　６月議会の議案の説明・道路交通課、河川課より説明を受けました。

●議会基本条例検討委員会　前回前文の議論を行うべきではないかと問題提起させていただき、前文と４章ま
で提案されそれを元に議論を行いました。
　ふだん議会では議員同士の意見交換はありませんが、ここではいろいろな意見交換が出来、勉強になりま
す。



　今回尾崎議員と井岡議員が三重県議会を視察してきた報告を聞かせていただきました。
　特別委員会は、現地で行い１年で一定のまとめを出すとのこと、また各自が深めたいテーマの委員会に所属
して専門性を高めるなど興味深い運営の報告を聞かせていただきました。

●産廃問題で調査、実際には破砕などの中間処理が行われていますが届出は収集運搬しか届けていないと
のことでした。
●林業シンポジウムについて
　NPТ再検討会議、ニューヨーク報告会が行われました。帰国後このような形で参加者が集ったのは初めて
でしたが、それぞれの報告を聞かせていただき、知らなかったことも多く、より会議のことが充実した内容にな
りました。
　私は知事と全首長の署名が集ったことを報告させていただきました。事務局に人の話では全国で奈良が初
めてということです。またうたごえの人が集めた奈良の署名も全国１とのこと。奈良県もなかなかやるなと意を
強くしました。
核兵器のない世界は必ず来るということで州へ異郷の田辺さんが国連の地価で売られている書籍に黒人の奴
隷差別が昔はなくなるなど考えられなかったが一握りの市民運動から始まったことが、今では平等が当たり前
になってきている、核兵器も同じようになくすことが出来るといわれたことはもっともだと思いました。

5/25 火 
 

●歯医者さんの治療にいっていたら、核兵器のない世界の署名、奈良県の最後になっていた村長さんが書い
てくれたとのうれしい連絡が入りました。
これで全自治体首長さんの賛同署名をNPТ再検討会議の最終日までに頂くことが出来ました。早速日本原水
協に連絡しました。念願がかなってヤッターという感じです。
大きな口をあけている時にまたまた電話「・・・あい、」とおかしな返事をしてまた掛けなおしました。

●河合の商工会議所に経済対策を届けにいってきました。

●５件訪問、１人が演説会の参加を約束してくれました。被爆者の方とお話させていただきました。広島の江田
島で被爆されたそうです。NPТのことを報告させていただきました。６月３日に河合診療所で５時から報告会を
しますとお誘いしました。

●北葛城ブロック会議
・・・・・河合町生活相談、町が売却した土地にごみ処理施設の関係の施設が出来るとのことで地

元から反対の声が出ているとのこと
現場の調査、住民の意見を聞かせていただきました。

5/24 月 
 

●王寺駅早朝宣伝
●ホームページの日記
●河合町演説会のお誘い

・・・・・開発問題

●全県活動者会議、参議院選挙本番に向けて具体的なスケジュールなど意思統一
太田さんが候補者らしく勝つぞというオーラが出てきました。全県を廻って各地で激励を受けている様子を飾ら
ない言葉で語り、参加者は大いに勇気付けられました。

●林業の問題でアドバイスのお電話を頂きました

5/23 日 
 

●健生会健康祭り、昨年インフルエンザで中止したため、２年ぶりとなりましたが雨で残念でした。１年生のハ
ル君を連れて参加。最初は行きたくないといっていましたが、子どもの広場のプラパン作りや輪投げなど帰りた
くないほど夢中になっていました。懐かしい顔が多く、太田さんの演説会のお誘いを会う人ごとにさせて頂きま
した。
●次女が赤ちゃんを見に孫をつれて帰ってきたため初めて５人の孫が勢ぞろいしました。
●上牧町町政報告会　NPТの報告や県政問題などについてお話させていただきました。

ページトップへ

5/22 土 
 

●吉野林業を考える会で川上村の塩谷議員に案内していただき三之公を視察しました。大台ケ原の北に位置
しており、吉野川の源流の地域です。三之公川の周辺はトガサワラ原生林の地帯でしたが、製紙会社が購入
して大量の皆伐が行われ、山が荒れて自然破壊が進みました。村ではこれを守るために一部を購入していま
す。また和歌山でも市民の森ということで取り組まれていますがまだまだ私有地が多く、そのあと天然林になっ
ていますが、木の幹も細く、山に入って一番気付いたことは落石注意のカンバンがあっても落石のないところ
がないほど山がもろく先のとがった石がごろごろ道いっぱいに広がっていました。車のタイヤがパンクしないか
と足元を注意して上から落石がこないかと心配して、道幅が狭いため横の川に転落しないように注意して、山
の大変さを実感しました。水は透明で本当にきれいな水でした。この山をこのまま放置しておくと山が崩れて土
砂が河川を埋めてしまい大変です。いま間伐を行い１００年の森２００年の森として育てて行くことで源流を守る
ことが出来ます。
●途中大滝ダムの白や地区も見たのですがまだまだ工事が行われていました。ここにかけるお金をみどりのダ
ムとして三之公の原生林を守る事に回せば、雇用の確保ができ村おこしにもつながると思いました。いひかの
里でおおいそぎで食事を取って、王寺町９条の会へ。
●王寺９条の会の４周年、NPТの報告をさせていただきました、新婦人から参加した西上さんも報告。それぞ
れ班が違っていたのでまた違う面も聞かせていただくことが出来てよかったです。毎月９日に平和の署名行動
をつづけてこられました。私も時々参加させていただきますが継続は力です。草の根の力が世界を動かしてい
る。王寺でもその通りです。
●孫が退院してきました。チナッチャンはお父さんまでオムツを替えたり抱っこするのを見て、助産院のときは
赤ちゃんがかわいかったけど、あまりかわいくないといっていました。赤ちゃんよりおねえちゃんのほうが大変
です。

5/21 金 
 
●畠田駅前早朝宣伝　金田議員、支部の方がビラまきに来てくれました。
●安心してお産ができる奈良県にしたいの会が武末医療政策部長と懇談。参加させていただきました。



県立奈良病院の産科医療の問題、医大のバースセンター問題を中心に話し合いがおこなわれました。
●県議団会議
●水道局の説明、
●口蹄疫について県の畜産課から説明をしてもらいました。
●高田土木事務所に対して、葛城市の当麻寺参道と高田バイパス交差点の振動問題。オークワとジョーシン
の前に歩道がないため大変危険になっている問題。河川改修問題について改善を申し入れました。

5/20 木 
 

●高田土木に明日の申し入れの件、
●河合診療所、生活相談会、ヘルパー派遣の手続きについて
　介護保険の要望をケアマネから聞かせていただきました。
独居で身内がいなかったり、離れている場合に今井光子に出急な始終や、人工呼吸を使う場面で本人か家族
の同意を求められるが急な判断は困難であり、そのような場面を想定して事前の同意を取っておくような同意
書を統一した様式で作成して欲しい。

●吉野病院に行って太田あつしさん、やぶさかまさ議員、今井で、院長、事務長と懇談させていただきました。
思ったより病院が新しくてとてもきれいな病院でした。
　医師が不足して、看護士も７対１看護によって大病院や大阪などに集中し、看護士不足が深刻で現在１３対
１で行っているそうです。
　南和医療圏の構想では、ネットワーク化して拠点病院を作ることで、もっと日常診療が充実するのではない
かとの意見でした。
このままでは行き詰まってしまう危機感を、感じておられました。
第一線で頑張っている開業医の先生の意見を反映させる必要や、県のリーダーシップに期待されていました。
河合支部会議に参加

5/19 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝、太田さんが来てくれてにぎやかに行うことが出来ました。

娘のお見舞い、助産師さんから、臍のおが巻いていたとき赤ちゃんはどうしたら楽に出られるか考えて一度体
制を変えてやっぱり元がいいとまた元に戻ったそうです。
命のもつ力の不思議さを感じました。
赤ちゃんはすやすや寝ていて目を開けてくれないのでだれに似ているかは良くわかりませんが生まれたときは
皆同じような顔をしています。

●北葛城郡宣伝日
　午前中は八尾議員、山田議員とともに広陵町10箇所宣伝、途中で水道料金の問題で基本料金を引き下げて
欲しいと要望を頂きました。
●今井事務所に電話の設置
●王寺町波多野議員、太田敦予定候補、今井で宣伝。5箇所
●河合町南口議員と4箇所、夕方で子どもたちが太田さんに握手を求めに来ました。
●友の会ニュースの配布

5/18 火 
 

●王寺民報原稿
・・・・・生活保護について、

●林業シンポの相談、6月13日に行います。関係者皆さんへの案内など忙しくなります。
●南和の医療について検討会の日程調整
●健生会友の会ニュースの配布

夕方帰ると長女が陣痛が来て助産院にいったとのこと、孫たちが夕食を食べてからいくと言うぉとであわただし
い
片づけをしてもう生まれてくるころかと思っていってみると、まだ陣痛が弱いので周囲を散歩するとのことでま
わっている。一旦用事を済ませてまたいくと、いよいよ生む体制に
、初めての助産院での出産。テレビのある部屋で孫の宿題を見て、おやつを食べたり家と変わらぬ雰囲気で
終始リラックスムード。

　お母さんを応援するのに、赤ちゃん用に部屋が暖かいため、春君はうちわでお母さんを扇ぎ、ちなっちゃんは
お母さんの手を握って頑張れ頑張れと応援。
8時25分、男の子が誕生。3108グラム。

臍のおを切るのはお父さんの仕事、新たな命の誕生を皆で迎えることが出来ました。臍のうがクビに廻ってい
たため頭は見えてもなかなか出てこなかったようですが助産師三さんは全く不安な様子を見せず終始リラック
スムードで呼吸法を状態に合わせて指導。
産婦人科に行っていたら帝王切開だったかもしれません。
チナッチャンは自分の指を赤ちゃんが握り返してくれたjことがとてもうれしかったようです。それでも帰るときに
はママと赤ちゃんと一緒にお家にかえるーと言い出しました。
入院中どうなることやら

5/17 月 
 

●王寺駅前早朝宣伝　太田あつしさん、幡野美智子王寺町議と一緒に

　歯科医、診療所と医療機関のはしごをしました。待合室で懐かしい方とばったり、久々に話が弾みました。

●第2回知事と市町村長サミット、南和地域の医療と福祉についてのテーマで大淀文化センターで開かれ傍聴
させていただきました。
　はじめに県から南和地域の医療の実態について報告がありました。五条病院大淀病院,吉野病院の機能を
統合し、1つの拠点病院のもとにネットワーク医療で診療所も含めて体制を作ろうという問題提起に対して、大
枠では賛同されたようでした。
　具体的な点では自治体によって距離の問題など住民の利用が異なり自治体の負担がどうなっていくのか今
後の議論になるところです。この問題を集中審議す南和医療協議会が設置されることが合意されました。
南和の首長さん全員の発言を聞かせていただくことが出来、地域の実態が良く伝わってきました。

5/16 日 
 
●第61回奈良県民体育会北葛城郡予選大会が上牧町健民グランドであり参加しました。
森川議員と2人が参加しましたのでレディファーストで私が挨拶させていただきました。

61回の歴史を見て戦後であり、平和でなければこのようなスポーツは出来ないと思いましたので、平和が1番、
NPТ再検討会議に1500人の代表団と700万人の署名を持って行ってきました。国連のバンギムン事務総長
が、核のない世界は必ずやってくる、そのときが来たら世界はあなた方に感謝するでしょうといわれました。
　プラカードももって行進してくれた少年野球の子どもたちが大人になるころには地球上から核兵器を廃絶した
いと思いますと挨拶させていただきました。子どもたちの顔がうれしそうに見えました。

●葛城市日本共産党後援会総会に出席、記念講演ということで約1時間お話させていただきました。當麻町の
時代、北葛城郡で私の選挙区でしたので、暖かく迎えていただきました。

●奈良県精神障害者家族会総会に参加。議会から、私のほかに、梶川議員、田中惟光議員が出席。一言ご挨
拶ををさせていただきました。
　現代の不安な状況の中で精神障害が急増しています、私も家族が5年前にうつ病になって、人の相談はよく
のるのですが自分がいざ困ったときどうしていいかわからずいろいろ専門の方の指導を頂き現在は、回復して
きていますが、きっとだれに相談することも出来ず悩んでいる患者や家族がたくさんおられると思います。
　まほろば会がその役割を大いに役割を発揮して頂きたい。県議会の立場では医療、社会復帰仕事や自立な
ど支援する立場絵頑張りたいと決意表明をさせていただきました。

広陵町支部会議に出席、ここでもアメリカの報告をしました。終わってから統一行動、核のない世界の諸目を



持って5人で地域に、日曜版が3部増えました。
目いっぱいの日曜日でした。

ページトップへ

5/15 土

●明日香村の美しい明日香の1300年の記念行事に参加するため行ってきました。9時半が頭にあって急いで
いったのですが始まりは1１時ということで、受付だけして帰ってきました。

●新婦人スイトピー班お茶会　お茶の作法を教えてもらいながらおいしいお菓子を頂きました。茶道は動きに
無駄がなくとても洗練させた形であることに感心しました。

●NPТに行くにあたりカンパを頂いた方にお礼状を書きました。
●友の会のニュース配布
●介護保険アンケートの件
●山田議員と新しく出来たイズミヤにゲームコーナが出来ているとのことで夜8時ころ視察しました。
18時以降は子どもだけの入場は出来ませんとカンバンがありましたが、実際には一人で遊んでいるような子ど
もも見かけました。店員さんがいたので山田議員が尋ねたところ「そのような子どもには声をかける」と聞いてく
れるとのこと。
ゲームはいろいろな種類があって皆100円でしたが、子どもがあの場所を覚えたら連れて行けというだろうなと
いう印象を持ちました。

5/14 金

●全駅一斉宣伝　大和田駅で行いました。南口芳江議員、支部の方もビラまきにきてくれました。ホームが目
の前で電車の時間に合わせて訴えますが、核廃絶は草の根の力が世界を動かしていることなど話すと、高校
生の子どもたちもよく聴いてくれました。

●県議会開会、副議長選挙のため前倒しの開会となりました、競輪事業決算に関する追加議案が上程され、
可決のあと副議長選挙。自民と民主が合同して山下力議員が２６票で当選。自民改革は荻田議員に７票、共
産党は山村幸穂議員に５票、公明ははり真弓議員に３票、新創ならは、松尾議員に３票となりました。
山下議員は、民主党の不祥事でおこなわれた副議長選挙であり、民主党としては辞退すべきと考えたが1ヶ月
の任期で責任を持つことも必要。誰もなる者がいない中で団長が断腸の思いでうけることになったと、挨拶が
ありました、

●県議団会議

・・・・2件
●生活費に関して２人分合わせて１０万ほどしかなく、役場から保険料を全額納めないと保険証を渡さないとい
われて４万ほど払ってしまったら生活が出来なくなった。
生活保護基準と合わせてみましたが、収入が上回っているため、貸付を考えられないか地元議員に連絡。

●施設入所に当たって年金が不足し、生保についての相談
老人保健施設に長期入所、今度は老人ホームに移る。年金不足分を息子が負担しているがこれ以上は出来
ない、とのこと　２年以上施設入所とのことなので他の資産などがなければ世帯分離で本人の年金だけなら生
保がいけるのではないかとアドバイス。

●日本共産党大演説会　
　障害者自立支援方の裁判で実質勝利の和解を行った小山さんが挨拶　奈良から国会議員がいないので太
田さんに是非出てほしい。市田さんには厚生大臣になって欲しい。
三郷町長予定候補の三浦さん、とても素敵な方です。私は議員の経験もない、役場にも勤めたことがない、年
も若くない、けれど役場に住民の声が届かないというお年寄りの声と聴いた。私が町長になるしかないと思っ
たと大きな拍手

　太田さんは、市会議員として相談にのり実現してきたこと、身近な人が介護保険でベッドを取り上げられたり
したことで国政を変える必要。またこの間各会の人々と共産党への期待が寄せられていることなどを紹介。
市田忠義書記局長が１時間にわたって演説。今の政治をわかりやすく解明「共産党しかない」と心におちる演
説でした
　県議団は３０秒の挨拶。５期目に向けて頑張る決意を表明しました
声をかけていたSさんがきてくれました。また感想を聞かせていただこうと思います

5/13 木

ＮＰТ再検討会議で各国に教育を義務付けることが最終文にのることになったそうです。カナダでは実現でき
たと聞いていましたが、とても大事な問題です
日本のニュースは毎日殺人などがニュースにならない日はありません。ニューヨークやカナダでも出来るだけ
ニュースを見ようとテレビをつけましたが、殺人などニュースはなかったです。

●お礼状作成
・・・・・２件

　平和の問題について
　教員の教育問題について

●１４日の演説会のお誘い　今平和についてとても関心があるという若い方に声をかけました。
核のない世界の署名の首長さんへのお願いをさせていただきました。再検討会議が終わる２８日までに１００%
の自治体に賛同がもらえたらうれしいと思います。あと１歩です

●中南和地区常任会議
　いよいよ参議院選挙告示まで１ヶ月、太田候補のチャンスです、

5/12 水

●幡野議員と王寺駅前早朝宣伝
　NPТのことを話したらいつもより関心をもって聴いてくれたました。
●各派代表者会議
●議会運営委員会
●議会基本条例検討委員会
　議員同士でやり取りをしていくのでなかなか面白いです。そもそもなぜ基本条例を作るのかを県民に知らせ
る前文を議論せず、項目を優先にしていたので前文を具体化する議論を先に議論するべきではないかと問題
提起。他の議員も同じ意見で、次回には案を提案して議論することになりました。

●トロントでもらった平和の雑誌の中身が知りたくて英語にわかる人に内容をわかるように要約して欲しいと依
頼しました。さすが国際課です、ぺらぺらとめくって核兵器と異なることもあるので、核に関すること立てでいい
ですかといって引き受けてくれました。
核兵器廃絶の道筋が書いてあるはずなのですが、楽しみです

●議員研修会

5/11 火 明け方、長女が「今日明日には生まれるかもしれない。」と言いだしました。今日は孫の遠足のため、今からお
弁当を作って、朝ごはんを作って、しっかり食べて、いつ出産してもいいようにしようとしている。
２人目のときも、そんなことを言って朝からいっぱいご飯を食べてその日の夕方出産したのでいよいよかと覚
悟。今回は初めて助産院で産むことになるため、これまでと少し勝手が違う。子どもを送り出してから、助産院
にいくとまだしばらく生まれないが、陣痛が着たらすぐかもしれないなどといわれて家に戻ってくる。助産師さん
が、がいよいよになったら、家まで行ってあげるからといってくれましたが、自宅出産は大変なことだなと感じま
した。



少し落ち着いた様子がまた痛みがきたというので助産院に。
体力をつけるようにしばらく睡眠をとるように言われたとのこと。いつ生まれてくるかわからないのに、じっとして
いるわけにも行かず用事を済ませて、食事の支度

●地区委員会総会
　結局、今日はまだ生まれてきませんでした。

5/10 月

　この間の日記をまとめました。暗いところで取ったメモなどまとめてみると改めてすごい会議に行ってきたなと
実感しました。

●葬儀に参列。６８歳でお亡くなりになりました。河合町の９条の会で活躍をされていた方です。ご家族に囲ま
れいい人生だったといってお亡くなりになったそうです。心からご冥福をお祈りいたします

・・・・・
　親の介護問題
　離れて暮らしているお母さんが高額な買い物をして多額の借金をしているとのこと。認知症から来ているの
か、だまされているのか、自分の判断なのか難しいところです。
いずれにしても全容がはっきりしないと想像だけでは困難です。お一人暮らしでごみの分別も出来なくなってい
るとのこと、住んでいる近くの在宅介護支援センターに相談してみるようにアドバイスしました。

5/9 日 

●時差ぼけでボーとしていましたが、吉村百助先生の遺志を引き継ぐ会があり参加しました。先生の人柄もあ
って大勢の方が参加。

パンフレットにあった詩　吉村先生のポケット
　　　先生のポケットにはいろいろなものが入っていた
　利用者さんの訴えを聴き、その場ですぐに対処して　おられることが多かった
　例えば　痛み止めの軟膏、シップ、目薬　時にはお菓子も
　職員が「いいなあ」と冗談いうと　職員の分も持ってきてくださった。

万葉ホール大会議室いっぱいに全員で手をつなぎ輪になって幸せの歌を大合唱。懐かしい顔ぶれといっしょ
に亡くなったあとまでこんな素敵な時間をプレゼントしていただいた先生に感謝です。

●地元でピースウォーク、出発だけ見送ろうといったのですが、みんな私よりも高齢の方がおおくて結局エコ真
美から五位堂駅までウォーキング

●夜はお通夜に参列しました

・・・・・
　困っていた方に善意でお金を貸していたのがどんどんふえて、今回破産宣告通知が届いたとのこと
本人に話をしたいが、直接してはいけないと通知にあるのでどうしたらいいか、相手の弁護士にこちらの事情
を伝えて見てはどうかとアドバイス

ページトップへ

5/8 土 

トロントから、成田まで13時間はちょっときつい。日本が見えたときは、「あー帰ってこれた」とほっとしました。羽
田から伊丹空港まで早い便があったので1時間でも早くく帰りたいとの気持ちで帰ってきました。
トロントからお隣に座った若い女性にNPТの会議に行ったことを話したら、ファッショナブルで無関心そうなイメ
ージのお嬢さんでしたが「わーすごい」と共感してくれました。人を見るとき先入観はやめましょう。
帰宅すると2人の娘から母の日のプレゼントがテーブルの上においてありました。留守宅を別荘代わりに過ご
した次女も、子供同士で遊んでくれたことでおなかの大きな長女もお互い助かったようでした。8日間も行かせ
てもらえたこと皆様に感謝です

5/7 金 

トロントは大都会ですが、町はとてもきれいです。ホテルのすぐ横にクリーニングカーがあって朝道路を清掃し
ていたと聞きました。
ホテルの前の道は5車線で真ん中の車線は時間で方向が変わります。
朝10時ホテルを出ていよいよ帰国です。
チップの習慣があるため枕元におくお金がなくフロントに交換に。英語は話せなくても度胸があれば何とか通じ
ます。5ドルをコインに変えてもらうことが出来ました。

小銭を集めて空港でお買い物。同じグループの人がこれ使ってくださいとカンパしてくれて、売店でアイスﾜｲﾝ
キャンデーとクッキーを買ったら少し足りなかったのですが、後ろにいた人がまたこれ使ってくださいとカンパし
てくれました。どこに行っても皆さんに支えられています

5/6 木 

今日は1日観光です。
ナイアガラの滝に行ってきました。トロントかカナダの中でも移民が多く世界中で最も多民族国家です。仕事の
関係で都市に人口が集中して今各地で高層マンションの建設ラッシュでしたが2年先まで予約でいっぱいとの
ことでした
オンタリオ湖の横を高速道路に沿ってドライブ。世界で最も美しいドライブルートということです。ナイアガラは
その規模にびっくり滝の横を舟でわたるのですが合羽を着て頭からすごい水しぶきでした。

セツコサーロンさんにご挨拶、奈良県の木村さんから預かった被爆桜の写真に憲法9条が書かれたクリアファ
イルを渡すととても喜んでくれました。
　私が議員をしていることを言うと女性が活躍することは素晴らしいと激励されました。私はカナダの介護制度
について聞きましたが、彼女のご主人も介護を受けていますが、毎朝1時間フットケアのマッサージやリハビリ
など州が無料で介護人を派遣してくれます．全て税金でまかなっているそうです
　日本の介護保険制度を説明、保険料を年金から天引きで納めても1割の自己負担が出来ないと利用できま

せんというと彼女はそういう人はどうしているのかと心配していました。　
　8月には原水爆禁止世界大会のため日本にこられるそうです。奈良県で平城遷都1300年をしていますから是
非来てくださいとアピールしておきました。
　観光バスの運転手さんにもクリアファイルを渡しました。彼はじっと英文の憲法9条を読み、「オウ、イエス」と
深いため息をついて握手求めてきました。

改めて憲法9条の世界に通じる生命力に確信をもちました　

5/5 水 　ニューヨークからカナダのトロントに。飛行機のトラブルで予定の時間の飛行機が飛ばなくなり前半と後半に
分かれて行くことに、ガイドの三浦さんが大活躍です。ばやい対応をしていただきました。



私は後半グループでしたが、着いたら夕方になっていました。すぐに市庁舎に。トロント市は平和首長会議に
参加している自治体で、平和を市民が忘れないためにピースガーデンが作られていました。

両手を囲むような形の市庁舎の入り口にはきのこ雲をかたどったホールがありました。

地元の反核運動のさまざまな組織の人たちが準備をしてくれていて、とりわけセツコ、サーロンさんという広島
の被爆者の方で、カナダ人の夫と結婚して大学で社会学を教えていて名誉教授になっています。彼女の書い
た教科書を200万人の学生が学んでいるという人です、いま日系人の受け容れのための組織をつくりボランテ
ア活動をされている方が受け容れの中心になってくれました。

●トロント市議会の議場をかりて、ミラー市長さんから歓迎の挨拶をいただきました。
市議会の議場は理事者席と、議員の席、傍聴者との垣根が全くなく全ての市民に開かれた議会の印象を強く
もちました。

　 

議員の足元にはリサイクルのマークがついたくず箱がおいてありました。また大きな画面が正面にあって議席
にはすべてインターネットの画面が設置されていました。
この集会は広く市民にも知らされていてマスコミも来ていました。

日本とカナダの取り組みや意見交換、最後にはトロント市議会に向けて核廃絶のためにもっと積極的に行動
することを求める決議を採択。

　日本側より、この決議は全ての平和首長会議参加自治体に送りましょうという提案が受け容れられました。

、会議に直接参加するとは思ってもいなかったので、驚きと感激でいっぱいでした

夜は9時近くで疲れていたのでホテルの隣のレストランで食事、サラダも、スパゲティも洗面器くらいの大きさの
お皿で出てきました。

5/4 火 市内観光　
バスの車窓から市内めぐり、自由の女神像や、グランドゼロの跡地、広大なセントラルパークの中に世界4大
美術館のメトロポリタン美術館、自然史博物館、などを駆け足で廻りました各地にチューリップの花が満開でし
たが、9.11の後オランダからニューヨークの市民のみなさんを励ますためにたくさんの球根が送られてきたそう
です。

お昼に立ち寄った吉野家で、静岡からNPOに参加したの88歳の叔父とばったり。あまりにも偶然です。孫と一
緒に自然史博物館に行ったそうです。

●女性の集いに参加
アメリカのアンライトさんは
元陸軍大使で外交官、イラク戦争のときイラク戦争反対を表明して辞任された人です。

●フランスのドミ二ックユタージュさん
　フランス平和自治体協会の人で、戦争で最も犠牲を受けるのは女性と子ども、戦後の再建をもっともになうの
が女性、私たちが1歩すすめば平和の道に。1歩後退すると戦争の道に、世界では巨大な軍事費が使われ10
億人が栄養不良、アメリカとロシアは核兵器の削減に合意した。フランスはそれすら拒否している。安全とは格
差をなくし、平和の文化を広げ、貧困と悲劇をなくすこと、2020年までに核兵器を全廃させよう　

●ドイツのクリスティさんはNAТＯに反対する活動をしています
核兵器とNAТＯは深いかかわり。昨年NAТＯ60年でヨーロッパで3万人の反対集会が開かれた。11月にはリ
スボンで集会、NAТＯは戦争のための組織で存在そのものがいらない。アメリカのオルブライト元国防長官が
かかわっている。近代化された核を長期に保持しようとしている。NAТＯが核を持ち続けることは世界各地で
戦争、経済摩擦貿易資源をめぐる問題など。その象徴がアフガニスタン。ドイツにはアメリカの核が配備されて
いる。メルケル首相は核の撤去を要求したと報告

●カナダのジャニスオルトンさんは平和を求める女性の声の代表です。
創立50年、目的は核廃絶、カナダは世界最大のウラン提供国です。この会は国際平和デーを祝い、カナダ中
で平和教育を進めることが決まった。どうすれば戦争を非合法に出来るかカナダで始めて国際シンポジウムを
開いたことを報告しました

●広島の免田弘子さんは70歳で被爆者です
4人兄弟の3人がガンで死亡、幾ら核兵器を削減しても1発の原爆で広島を焼いた。抑止ではなく廃絶を。人間
の手で作られた原爆は人間の手で亡くすことが出来る。私とあなた。国と国、友から友に手をつなごう、世界の
人口の半分の女性がノーと言える勇気を持とうと訴えると多きな拍手が

●ジュデス・ルブランさん　全米平和正義連合



ミニタリズム軍国主義は子どもから食事を奪い、老人から薬を奪い、ホームレスから家を奪った。15000人のデ
モはアメリカの平和運動を励ました。アメリカのミニタリズムが　
　世界や、国内にどのような影響を与えているか、知らないとだめ。沖縄の基地がどれほどの人を犠牲にして
いるか。キング牧師はこう言いました。ベトナムの人の上で爆弾が落とされるとそれはアメリカ国民の上で爆発
する。意味のない戦争が死をもたらしアメリカの人々の希望を奪い傷つける。

●スージースナイダーさん婦人国際平和自由連盟前事務局長（世界１古い女性組織）
皆さんにお願いしたい、各国に帰ってこのことを伝えてください核をなくすことがいかに大事か、一緒に行動し
てください。

●アバッカ、アイジャンさん　マーシャル諸島から参加
ビキニ環礁の原爆実験でロンゲラップ島の人は、被爆したが、この苦しみを世界は知ることはなった。島は人
が住めなくなり別の場所に行くことになった。伝統行事もなくなってしまった、日本の原水協のおかげでここに
参加できた。久保山愛吉さんは、私を最後の被爆者にと訴えた。　

●沖縄の棚原明子さんは沖縄の基地問題を訴えました
日本にある米軍基地の７５％が沖縄にあります。1945年に基地が出来て65年間数千人の女性が被害を受け
ました。殺された人もいます。最も若いのは９ヶ月の赤ちゃんもいました。基地撤去を求める97,300人の県民集
会が開かれ、再者は参加しないといっていた知事も参加した。今度こそ基地をなくそうとの思いで一致。アメリ
カの皆さんの力が必要。沖縄の基地をなくして真の友人になりましょう

●バイニー、バローズさん　おばあちゃん平和旅団　アメリカ
地球は破壊にむかっている。いま核を取り除かなくてはいけない。被爆者の皆さんの存在が私たちを奮い立た
せた、デモ集会の参加者が少ないという意見があったが１９４５年８月６日、９日になくなった人々の魂と戦争で
亡くなった人と、それに悲劇をもたらされた多くに人々とともにいた。
　ひとつの家族として戦わなければならない、どう実現するのか。恐れてはならない大胆に声を上げてたち上
がらなければならない。信じているものの為に
　貧困そのものが大量破壊兵器なのです、破壊のために資源とお金が使われている。いま別のものに使わな
ければならない、平和と人権のために

●長崎の被爆者　東米子さんは、ここに参加するにあたって教え子に頼んだり、知り合いに返信封筒をつけて
頼み７２３０日地の署名を集めたことを報告しました

●最後は皆でひとつになってｗｅ　ｓｈａｌｌ　ｏｖｅｒ　ｃａｍｅの大合唱　世界の人たちが同じ思い出行動していること
に大変励まされました。

ブロードウェイ　でライオンキングを見てきました。満席でした。本物の動物そっくりです。英語がわからなくても
これなら楽しめました
最後は全員が総立ちで拍手。さすがミュージカルの本場です

　　

5/3 月 ●リバーサイドチャーチの会議、ここはキング牧師がベトナム反戦の演説をしたゆかりの教会です。美しいステ
ンドグラスから入る光、歴史的建造物で核のない世界の会議が開かれることに感激しました。うたごえの大コ
ーラス。

●公開シンポジウム　テーマは　核兵器禁止廃絶の、プロセスをいかに踏み出すか政府代表とNGOとの対話。

国連事務総長のバンさんから、NPТ再検討会議開幕を目前に演説、私は皆さんがどれだけの犠牲を払って
活動しているか知っています。核兵器廃絶は達成できないゴールではありません。私は核兵器廃絶を各国政
府に迫ります。
　核兵器が亡くなるその日はきっと来る。そのとき世界はあなた方に感謝するでしょうという感動的なメッセージ
をしました。
　あの反核運動の原点は8月6日　8月9日の広島　長崎であり、その被爆者が運動することが世界を動かして
いる、日本の原水禁運動がいかに大切な運動なのかを実感しました。
署名が700万人　代表団1500人にどよめきが、
　
●　エジプト軍縮大使のヒシャム、バトルさんは,NPТ再検討会議の最終合意文書に核廃絶条約の交渉の開始
を盛り込むことを求める声明を発表したと報告しました。
　核兵器の寿命延期をさせない、一歩一歩では足らない。核兵器の軍事予算の劇的削減が必要

●ジョセフガーソンさんは今回のニューヨーク行動を企画した人です。彼は草の根の力がないと核兵器の廃絶
はなし得ない、核廃絶条約がないといけないと発言。
　アメリカは核兵器の削減に合意したが、大陸横断ミサイルも潜水艦も残す。核兵器製造施設のために２０億
ドルも使う。巡航ミサイルに８億ドル使う、北朝鮮、イランには核の先制使用を言っているのに、イスラエル、イ
ンド、パキスタンに対してオバマ政権はきちんとした対応を取らない。
　国連のバンギンガム議長は人類の生存を政府だけに任せてはいけない、核兵器廃止条約を結ばなければ
いけない、外交官の人の肩を押し、背中をたたく後押しを皆さんの運動がやっている。広島、長崎の世界大会
が重要。生きているうちに核兵器をなくさなければだめ。

●この間に日本の国会議員として志位和夫、井上哲、緒方靖夫　議員が紹介され志位さんが挨拶。
　国際交渉を開始せよの声が世界の大勢になりつつある、として核兵器廃絶の国際交渉を開始せよの要請文
を、再検討会議議長や、国連事務総長、キューバ、スウェーデン，ベトナム非同盟運動諸国らに渡して懇談、
みな一致が出来たと報告して大きな拍手を浴びていました
　アメリカのピースアクションのポールマーチスさん



　７００万人の署名が集ったこと歓迎。アメリカでは１０万人集めるのも大変だった。ストロンチウム９０が子ども
のはに蓄積されていたことで、アメリカの女性団体が出来た。キング牧師が演説したこの場所で反核運動を引
き継いでいることを誇りに思う
ピースアクションは５つの目標で頑張っている。１、イラクからの米軍撤退２、アフガニスタンの軍事介入をさせ
ない、３、核兵器器廃絶　

●イギリスのCND議長のセーラカーチンさんも発言されました
イギリス保守党は役割を持つといっている。イギリスの核開発は自前でなくいつもアメリカの援助を受けてき
た。NPТ違反。アメリカモデルに従った部品も作られてきた。
　イギリス、アメリカ政府が核兵器の技術協力をやめるべきといっている。国内の反核運動でイギリス外務省も
非核散の体制強化は喜ばしいといっている。
　核兵器反対の意見が世論で大きい、ちょうど総選挙が行われる、核兵器廃止条約を具体的に達成させるこ
とが大事。政府を信頼させるには反核運動が重要。

　会場からの質問では
　核廃絶の運動をしていると北朝鮮が危険という世論にぶつかる。どのように考えたらいいのか

　現実を受け容れることは危険、全廃にならない。１０年位すればなくすることが出来ることを力説することが大
事。
　願いではなく法的な義務として調印された法にもとづいてやること。
　中東の非核化の展望、中東では３０年前から核に反対、１９９５年にはイラン、イラク、イスラエルも含めて中
東決議をあげた、非核化は義務になった、それを実行させることが重要。
２０１１年には会議を開いて法的拘束力のある中東非核地帯の交渉を始める。

　高校生から、核兵器をなくしたとき平和を守るネットワークをどう築けばいいのかと質問。格差と貧困の解消
や・・・・

夜はキングコングの映画で有名なエンパイア　ステートビルに行って86階からニューヨークの夜景を見てきまし
た。温室効果ガスの削減にアメリカが同意しないことがわかるような見事な夜景でした 。

5/2 日 

●ニューヨーク行動の日、日本から持ってきた和服に奈良県代表団のブルーのゼッケンをつけて集会とデモに
参加しました。
　午前中は各班ごとに署名活動。天候も怪しく高齢の方が多かったので近くの国連本部前で行いました。日本
から持ってきた折鶴を配りながら「プリーズユアサイン」。といってお願いし、英語の署名用紙を見せて記入して
もらいます。
　ウォーキングしている地元の人はノンといって拒否。観光客のような人が署名に応じてくれました
　国連本部を見学。セキュリティが厳しく手荷物は全て預けます。入り口のホールでは被爆写真展がひらかれ
ていました。アメリカでは拒否されていた被爆展が行われていることに情勢の発展を感じました。
　本部前のモニュメント「戦うことをやめた銃」は。銃口の先が結ばれているものでした。国連の平和のメッセー
ジを見事に表していることに感激。
　鉄格子の向こうから日本の女性が着物持ってきたんですねと声をかけてくれました。話していたら北海道道
議会議員の花岡ゆりこさんでした。同学年であることもわかってお互いに名刺交換。
　タイムズスクエアで奈良県代表団を探すのに一苦労しました。ブルーのゼッケンはとても役立ちましたが、10
名ほどは分かったのですがあの中で探すのは大変です。土庫病院の吉川先生が持ってきた、ピンクの寄せ書
きを書いた旗が大活躍。
　世界中からさまざまなメッセージを書いた横断幕や衣装、音楽、おどり。カーニバルのようなたのしい熱気ム
ンムンのデモ。
　1万人のデモは圧巻です。大阪の人たちは紫のハッピに笑の文字。日本で言えば東京の銀座通りをデモで
埋め尽くした感じです。最終のハマショルド広場は署名の前で各県ごとに写真をとる予定がばらばらでわから
ず。やっと奈良県の藤垣団長にばったりであい、藤本みやこさんも一緒に奈良県の横断幕を広げて記念写
真。志位さんも一緒でした。
　あとで知ったことですが、集会が延びてデモが1時間送れ署名を受け取る約束のカバクテュランNPТ議長と
ドアルテ国連上級代表が，国連本部前で「私は署名を受け取るために今日ここに来ています、皆さんのことを
待ちます」と休日返上で待っていてくれたそうです。
　昨日のテロもあって道路が閉鎖させていましたが、警察に私は明日から始まるNPТの議長ですと説得して
署名を積み上げた広場にわざわざ出向いてくださり、積み上げた署名を見にきてくれたとのこと。2人の熱意に
感動です。

5/1 土

伊丹空港から羽田、成田からトロント、トロントからニューヨークに。
隣席には大阪の池田から来た若井さん。話していたら香芝で歌声えなどいつもお世話になっている芦原さ
んの友人でした。
どこもセキュリティが厳しくなっていましたが、アメリカでは靴まで脱がされてチェック。同じグループの人はス
テテコにされていました。
朝7時に家を出て13時間の時差、ニューヨークについたのが夜7時過ぎ、国連本部に近いところに48階建て
のホテルがありました。
それでも回りはもっと高いビルに囲まれていて、救急車と、パトカーと消防車が出動でやかましい町でした。
あとから知りましたが、この夜タイムズスクエアでテロがあり、車が爆破されたとのこと。とても長い1日でした
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