日記 ’04－9月

みっちゃんの日記（2004）９月

9/30 木

○治安維持法国家賠償同盟より、賛同署名の要請有。
○吉野を愛する会の事務局のｎさんが県議会控え室にこられる。
吉野山と歴史的環境権の本を、ゴルフ場の建設反対の原告団と、
弁護団が出版されたとの事。熱意がびんびん伝わる。
○一般質問最終日.いわき明議員が高校の上履きやカッターシャツ
の値段が高いという事をとりあげた時、生徒心得で靴下はしろと書
かれていることを紹介した。
私も以前、地元で靴下を家で作っているのに、白の靴下という決ま
りがあるのでわざわざ買わなくてはいけないという声があって、とり
あげた事があった。
教育長に早速そのことを伝えて改善を要望する。
○橿原で、凛としての出版を祝う会実行委員会のご苦労さん会があ
った。いろいろな歌が自然と飛び出して楽しい集まりだった。

玉子焼き、しゅうまい。
ウインナときゅうりの串
刺し、人参のきんぴら、
すき焼き風にもの
下仁田ねぎ、糸こんに
ゃ
く、牛肉

9/29 水

○台風が来るのに土砂がつまれていて不安との相談。
県に早急に改善してもらうように要請・
○朝から生活相談3件。
○県会本会議、田中美智子議員の一般質問。
京奈和自動車道路の予算について聞くも、土木部長答えず。国土
交通省の試算では有力ルートで1メートル3300万。世界遺産を破壊
して莫大なお金を掛けるのなら、30人以下学級や介護保険などを県
民が願っていますとの意見にごもっとも。
○台風21号が今夜上陸との事。この前の風台風では一晩寝られな
かったと娘夫婦がはるちゃんと泊まりに来る。
○夕食は,知人から頂いた釣りたての鯛を、娘が料理してくれた鯛づ
くしでした。

ごぼうと人参のてんぷ
ら。ポテトサラダ。しし唐
のミンチ詰め。ミートボ
ー
ル、トマト、みかん、ぶど
う

9/28 火

○意見書調整委員会に田中議員の代理で参加。
共産党提案の介護保険の拡充を求める意見書が可決される見通
しになりました。
○午後から本会議。代表質問と一般質問2人。
議会のイスがずーと座ると腰が痛くなるので、クッション持込にした
らずいぶん楽です。
○議会図書室に、過去の新聞記事を依頼、本会議前にお願いしたら
休憩時間にはいろいろ調べて届けてくれました。さすが頼りになりま
す。
○河合診療所友の会世話人会参加。
12月に歌声喫茶をしましょうと楽しい相談をしました。
○作家の森村桂さんがなくなりました、少女時分に「天国に1番近い
島」が大好きでした。ご冥福を祈ります
○次女夫婦が彼の仕事の関係で今日からやっと新婚旅行に出発で
す。見送りは出来ませんでしたがいってきマースと元気なメールが入
っていました。ボラボラ島、どんなところでしょうか。土産話がたのし
みです。
○広陵町老人福祉大会参加かぐや姫ホールにて
１００歳以上の方が５人もいました。会場のお年寄りがそれぞれに
ながい人生を生き抜いてこられたと思ったらずっしり重みを感じまし
た。

焼き魚、人参大根かし
わ、ごぼうてん、の煮物
玉子焼き。わかめときゅ
うり、しょうがの酢の物。
小松菜のお浸し。ぶどう

9/27 月

9/26 日

○県議会本会議
○２０億弁護団会議
○竹取公園でのかぐや姫祭りに参加。
捨てようと思っていたものを又買い取ってくれる人がいるのはうれ
しい。大きなお茶を冷やすジャーを５００円で購入。使う時はお貸しし
ます。
○午後から天理市の長岳寺で歴史を楽し
む会の方々と合流。

チキンカツ、キャベツき
ゅ
うりトマト、なすとピーマ
ンの味噌いため。えびし
ゅうまいみかん。かに卵

竹取公園にて

オオヤマト古墳群を石部正志先生の案内
で見学

9/25 土

9/24 金

9/23 木

9/22 水

9/21 火

9/20 月

○次女が京都の部屋を引き払った。荷物が家に届く、朝から片付け
におわれる。１年半ほどの生活でもかなりの量の荷物。古い冷蔵庫
の処分をお願いしようとしたら５０００円の費用が掛かるとの事。知人
に電話。取っておいてとのことで使ってもらったほうが冷蔵庫も幸
せ。新居で使うもの、いらないもの、家においておくもの、バザーに出
すもの、何でもとっておきたがりやの私にとって片付けは１番苦手な
事。
○健生会友の会のニュースの配達。１０月２日の古墳めぐりのお誘
い。
○プロ野球のスト回避。球団側が新球団の参加を認める方向を打ち
出した事で話し合いによる解決となりました。選手の団結とファンの
応援、いい野球をしたい、いい野球を見たいとの一致点が球団を動
かしました。一部の人の考えだけで物事が動く時代は大きな転換期
を迎えています
○かぐや姫祭りに出すバザーの品物を運び出す.バザーにだす品物
を探すたびにいつも思うことは、いらないものがたくさんあるというこ
とです。
○昨日の産廃の現場調査。県の担当課に申し入れる。
○ＢSEが奈良県で確定した事に伴い、全頭検査の継続実施に申し
入れを行う。
○スペインサパテロ首相の国連演説に感銘。
テロと戦う手段として民主主義がその本質にそむき、政府が市民
的自由を制限し、司法を脅かし先制攻撃の軍事作戦を行うならテロ
リストが勝利する危険が急激に高まる事になるというのが教訓であ
る。合法性、、民主主義政治的手段がわれわれを強固にし彼らを弱
体化させる。
悪魔の種は公正、幸福、自由、希望の地には根を張らない。テロ
が根付くのは不公平、貧困、屈辱、絶望の地である。政治的、経済
的、不公平を正してこそテロリストへの支持をうばうことができる
○生活相談 産廃の件
○奈良県で確定国内13番目のBSE確認される。
アメリカの輸入牛肉早期再開で、現在日本ではすべての牛の検査
が行われていますが、アメリカでは生後30ヶ月以上、日本でも危険
部位の除去を行い検査を20ヶ月以上にしようとする動きがあります。
安全安心な牛肉を消費者は願っています。学校給食で輸入肉の使
用は県内で14自治体とか。
○上牧支部で憲法改悪反対署名と赤旗拡大行動。
病気の方が多いのに驚きました。

お休みです。
クリを頂きました

玉子焼き、から揚げ、
味噌田楽、しゃけ、八宝
菜、ぶどう、千切りキャ
ベツ

お休みです

玉子焼き、金平ゴボウ
肉団子の酢豚風
○県議団会議
マカロニサラダ。煮物
○生き生きフォーラムに参加。
石見銀山の田舎暮らしを商品にした群言堂の松葉登美さん。岐阜
のアパレルでオリベスクの販路拡大をしている岩田さんの話をききま
した。
行政の役割について質問。すると、根っこから生えるものは強いが
根っこのないものはかれる。環境作りが行政の役割ときっぱり

○河合町学校給食食中毒問題で町教育委員会に申し入れ
○県議会初日、野村選手の表彰がありました。県民の方々に応援し
てもらったお礼を言う場を与えていただいたと若者らしい礼儀正しさ
がとても好感が持てました。
玉子焼き、しゃけ水ナス
○下請けの未払い賃金17日に280万渡されていた事が分かりまし
の塩もみかつお醤油、
た。
に
よかった、よかった。
まめ、ゴーヤとベーコン
のチャンプル、エリンギ
のバターいため、ぶどう
ページトップへ
お休みです

9/19 日

9/18 土

9/17 金

9/16 木

9/15 水

○無事結婚しました。晴天に恵まれ、いい1日でした。
親の責任は、子供が、自分の子供を育てていけるめどがつくまでと
か。さて、いつまで続くやら。でもほっとしたというのが正直な気持ち
です。
彼のお父さんに最初に結婚を報告したふたり。喜んでこの日を心
待ちにしておられましたが7月に他界されました。
当初は療養中のお父さんもゆっくり参加できる近いところでと。親
族だけの式を企画。身内だけの式でしたがお父さんの席を設けて行
われました．生前、親族の方々に家の娘の事を、宝物と伝えてくださ
っていて、本当に暖かく迎えてもらえて幸せだと思います
家族で、夫が作詞作曲したあーちゃんの歌を歌いました
あーちゃんが大きくなる頃、周りの世界は変わり周りの人も代わるだ
ろうでも変わらないものがあるよ、それは父ちゃんと、母ちゃんと、ふ
ーちゃんがあーちゃんのことすきさすきさ、すき、すき、すきさ。すきと
いうことさ。
○明日次女の結婚式。母が出てきました。明日いい天気であります
ように
○プロ野球ストライキにもかかわらずファンが集まったとの新聞報
道、大阪で開かれた9条の会にも公会堂に入りきれない人2000人も
いたとの事。元気になります
○王寺民報の原稿作成
○入院中の方が、私に会いたいとの事でお見舞いに行く。
以前脳梗塞の麻痺のため長期入院していたときに在宅に向けて支
援したｋさん、介護していた夫が最近なくなり、1人では家に帰れずあ
と1ヶ月もしたらアパートも引き払わなくてはいけない。
今まで考えていなかった特養ホームに行く手続きを頼まれる。手を
握って。「心配要らないから」といったもののどうなる事やら。夫を失
った悲しみだけでも大変な事なのに、全面介助の身体で次に行く先
を心配しなくてはならないとは。無性に腹が立った。
○キャラバン宣伝、お茶の際入れを頂く、プロ野球のストのことを話
す。関心が高い。
○凛としての出版を祝う会に参加。
村上誠子さんから20億の集会の後で、「どんな悪い事をしたかとい
うのか聞きたくない。それでどうするのか最後のあいさつでして欲し
い」といわれていた。「不正を正す事で凛とした奈良県にしていきた
い」と決意表明。部落の中で凛と生き抜いてきた誠子さん。それを書
き上げた芝房冶さんに拍手！

お休みです

春日野荘にて

いり卵、ゴーや豚肉の
○各派代表者会議 議会運営委員会
チ
経済労働委員会 労働会館の使用問題、労働新議会委員の選出な
ャンプル
どなんでも連合優先の県の姿勢を批判。
ウインナのフライ
○大型店出店問題で野放し状態の奈良県で地元業者との調整の件
人参とかぼちゃのゆで
の役割を求める。
野菜サラダ。白菜と油
○児童施設天理養徳院訪問
揚
いろいろあった1日でした。
げの煮物
○少子高齢化対策特別委員会 （午前3時におきて準備）
家族が起きる前に寝ておきたときには娘がお弁当を作ってくれてい
ました。
○委員会質問の結果
乳幼児医療子供の住所優先に検討の方向。在宅ホスピスの情報
提供、介護保険審査会の公益代表の公募も検討、河合の学校給食
の食中毒問題などいずれも前向きな回答。（少し眠い1日ですがほっ
としました。）
○奈良県福祉の街づくり条例に主張してきた、オストメイトトイレの設
置などが盛り込まれました。
玉子焼き、焼き魚小松
菜とベーコンの炒め物、
肉じゃが
○ハルちゃんから保育所で作った敬老の日
のプレゼントをもらいました。

○五位堂駅前宣伝
○労働会館の使用が連合だけしか認められていない問題で、調査。
○馬見公園館にカラスが多く、1人で散歩をするのが怖いという苦情
があり対策を申し入れ。
○少子高齢化対策特別委員会の打合せ。

ハム入り玉子焼き、酢
豚、揚げ餃子、アスパラ
りんご、かつおの角煮

9/14 火

9/13 月

9/12 日

9/11 土

9/10 金

9/09 木

○朝ハルちゃんを保育所に送っていきました。保育所の先生やお友
達に会えてよかったです。
○県庁で委員会の準備。いろいろな方が尋ねてきました。昨年参加
した集会の主催者の方も名前を見たからと控え室に立ち寄ってくだ
トマトとたまねぎのサラ
さいました。何かやろうという人は元気です。
○夜はお客さんが来るので大急ぎで掃除、切羽詰るというのが大変 ダ。かつおの照り焼きし
し唐添え、きゅうりとチ
な原動力です。
ー
ズのちくわ。トマト、パセ
リ,にら卵、かぼちゃ
○下請けの賃金未払い問題で元請の建設業者が７人分の賃金２８
０万円を立替払いをしてくれる事になりました。
建設業法４１条２項３項に、基づくものです。個人で交渉していた時
は虫けらのように扱われていた。半分あきらめていたと喜んでいただ
きほっとしました。現場では下請けの作業の監督をする人が早く帰っ
てしまい遅くまで仕事をしても証明できないなど大変です。
○河合町の給食の原因が判明。パンでした。
担当課から詳しい説明を受けました。原因が特定できるのは中々
難しいそうです。子供達の回復と安全な給食の再開を願っていま
す。
○誰も扱ってもらえなかった問題、やっと、一歩踏み出しました。あき
らめない事が大事です
○もうすぐ嫁ぐ次女が、母の日にくれたキーホルダーとおそろいのお
財布をプレゼントしてくれました。今日おろすことにしました
○町内会お掃除
○昼から共産党綱領の勉強会。市場経済=資本主義ではない、戦前
の日本は資本主義だったけれど統制経済だった。
今、中国は市場経済になっているが、国の指導部は共産党で社会
主義を目指している。世界で貧富の差が拡大されているが中国は貧
困からの脱却を目指している唯一の国。難しかったけれど面白かっ
た。
今日は昼から４箇所に参加。
○ホスピス勉強会。
○河合診療所友の会第１回総会。
○民医連理事会、「（凛）として」の出版を祝う会実行委員会。
○河合町の学校給食の食中毒の問題、サルモネラ菌が検出された
と
の報道有。再発させないために原因、究明が必要です。
昼の時間夫と奈良で食事をしました。５０歳というのは人生の岐路の
よ
うです。

ポテトサラダおでん、ウ
インナときゅうり、玉子
焼
き、モロヘイヤのバター
いため

お休みです
花丸うどんを食べました

○２０億円の不正融資事件を究明する会２周年記念講演と総会。
事件概要の報告初めてプレゼンテーションで説明しました。
フリージャーナリスト一之宮氏の記念講演。８５名が参加。カンパも
寄
せられて成功しました。
やっと一区切りつきました。いつも私の話を聞いてくれている人が、 しし唐とイカの炒め物、
玉子焼き、しゅうまい、
き
マカロニサラダミートボ
て、あらためて「こんなことあり?）と驚いていました。
ー
ルの酢豚風
○９条と２５条にちなんで９日と２５日に宣伝をする事になり、第１回
を
高田駅でやりました。
○次女が昨日で、結婚のため仕事を退職、メールで「お父さんとお母
さ
んに取らせて貰った資格は無駄にはしませんので、ご心配なく。知ら
な
い土地で共働きで、子育てしてくれたおふたりを心から尊敬します。」
と
はいっていました。女性が安心して、仕事も子育ても出来るようにし

ピーマンと牛肉炒め物、
とまと、アスパラとベー
コ
ンのバターいため、モロ
ヘイヤの玉子焼き、煮

た
いものです。

9/08 水

物
(ごぼう、人参、ちくわ、
鶏肉、大根）しゅうまい

○単身赴任者世帯奈良県で１０７００世帯（平成１０年）そのうち何人
乳幼児が居るか分からないが奈良県乳幼児医療費制度から外され
て
いるのはおかしい。近畿と三重県調査。滋賀県以外は子供の住所
地
わかめときゅうりの酢の
で受けられる。当然です
物、塩鮭、にら卵、、おく
○県議団会議
ら、ごぼう天、人参の煮
物、にら卵、プチトマト
○台風が近づく中で憲法９条守ろうと宣伝。最初は何もこんな日に
と思いつつやってみると、風で音が遠くまで届き、子供も早く下校し
て手を振ってくれたり思いがけない宣伝日よりでした。

9/07 火
○みっちゃんファンクラブ秋の文化行事がきまりました。
○幼児医療費制度、父親が単身赴任で他府県に居る子供が該当し
な
いのは変ですね、子供は親と暮らせる権利も、医療を受ける権利も
み
んな同じでなくては不公平です

野菜の肉巻き、ベー
コンエッグ、マカロニ
サラダ、ずいきごま
あえぶどう、トマト、
レタス、鳥、ひじきご
飯
ページトップへ

9/06 月

○地元の４町に朝から地震の被害問い合わせる。
広陵町公民間の電気のかさが落下。たいしたこともなく安心。
○大塔村に電話、地すべりのところも無事。
橋も５日前に掛かったとの事、思ったより早いのでびっくり。
○なら市長選、鍵田氏当選。奈良最大の激震が走った。
○党県議団会議・・・
○下請けが工賃を貰っていないとの相談有。公共事業が丸投げ
されている事実が判明。県に改善申し入れ。
○奈労連と懇談。

9/05 日

香芝の平和のための戦争展を見に行きました。議会準備
久しぶりに家族全員集合でにぎやかでした.夫がはじめて作詞、作曲
し
てくれる人がどんな曲をつけてくれるか楽しみです。次女の結婚マデ
２
週間。議会の真っ最中となるため大忙しです
２回も大きな地震、心配です

玉子焼き、プチトマト
ちくわのきゅうり詰
めピーマン肉詰め。
高野豆腐しいたけ
にんじんちくわの煮
物、イカのバター焼
き

お休みです
静岡からネギトロが
届きました

○友の会世話人会
○「戦争のつくりかた」という本を紹介されて購入。
9/04 土
○市町村合併の学習会に参加。小さな村が知恵と力を出し合って
合併しないで頑張っていこうという報告に感銘しました。

「戦争のつくりかた」
りぼんぷろじぇくと
マガジンハウス
定価 ６００円

9/03 金

○奈良市長選挙の応援に行きました。
マイクで戦争の道に進んでいると感じていませんかとマイク訴える
と足を止めてくれる人がいます。投票日まであと２日

ゆで卵、きんぴらご
ぼう、焼き魚、酢豚
風ミートボール、ウ
サギりんご

9/02 木

9/01 水

○９月議会の準備
○ハローワークに行って来ました。
若い人が多くて１つの検索機械にゲームセンターのように集まっ
て仕事探し 私も一緒にパソコンにチャレンジ。
○浅間山が噴火、異常気象が心配。

○自分でホームページの日記をはじめることにしました。
昨日集中講義でやり方を覚え、今日から本格稼動です。いつまで
続くかおたのしみに。
○五位堂駅で宣伝していたら。若いタクシードライバーに共産党の
事が知りたいと声を掛けられました。
こんな時に限って何も持っておらず、オークワの領収書の裏に連
絡先を書いて渡しました。
○公共事業を受けたのに末端業者に未払いという相談が寄せられ
ました。
○議員の仕事はいつどんな内容の相談が入るか分からないところ
に難しさとおもしろさがあります。

玉子焼き、小松菜の
お浸し、焼き鳥、春
雨サラダ、マーボー
ナス

玉子焼き、ぶどう、
豚の生姜焼き、イカ
とジャガイモの煮
物、しゅうまい

ページトップへ
おもちゃ箱

日土金木水火月

