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みっちゃんの日記（2005）１月
父からのバトン

日記12月 11月 10月９月
○各派代表者会議。議会運営委員会
○市町村合併に伴う県議会議員選挙区について検討
○日本共産党としての見解を提案しました。
２月県議会の日程。21日から事前委員会が始まる事になりました。

1/31 月

○午後から、建設委員会が開かれ傍聴。
異なる意見の請願が自民党会派から紹介議員で出された問題で、
どのような対応をするのかと聞いていました。
県は、３０８号の問題で談合があったとする新聞報道があり再度業
者、職員に調査をしたが問題はなかったと報告。
いろいろ議論は出ましたがなぜ、高架案と平面案になったのかとい
う肝心の点は委員会を休会して、別室で協議が行なわれ、請願者で
ある住民は傍聴にこられていましたが、蚊帳の外。
その後、再開されましたが結論は、請願６号（高架案）が賛成多数
で可決。住民側のものは不採択となりました。
これによって、金庫に入れてある入札が開示される事になります。

玉子焼き。牛肉の甘
辛 ソラマメのレンコ
ンあげ、ひじき、人
参、切干大根の煮物
ほうれん草のバター
いためイチゴ

○夜は新聞の集金に行ってきました。
寒い日はみなさん家におられたので集金がいっぺんに済みます。
福祉医療改悪反対の署名をお願いしてきました。

1/30 日

1/29 土

1/28 金

1/27 木

ページトップへ
○今日は橿原市の市会議員選挙の告示日で支援に行ってきまし
た。 寒波が来ていて、外で演説をしていると芯から凍りつくようでし 炊き出しのおにぎりと
た。 辻第一元衆議院議員も応援に来てくれて元気いっぱいでし
豚汁がおいしかっ
た。
た。
3名オーバーの激戦です。前回3議席から１議席に後退しただけに
今回は2議席目指して頑張ります。
お別れという事で出棺の時間だけ知らせていて、知人や友人がお
参りにこられました。お経も線香も、なく、棺に花を入れていただきま
した。
しかしその時に今までの付き合いや、残された親族への思いを語ら
れる事がむしろ普通のお葬式よりも悲しみが深かったように思いまし
た。
幸せな人生とは、どれだけその人らしさがまっとうできたかというこ
とのような気がします。その意味では幸せだったと思います。
挨拶をするのにマイクがなかったため急遽私の車を宣伝カーにして
使ってもらいました。
ホスピスで、がんの薬をやめていたため、髪のけも、黒々と生えて、
とても穏やかなきれいな顔をしていました。
広陵町の後援会の新年会に間に合うようにかえって来ました。さす
がに長距離は疲れましたが、私にはムリと決め付けていた事が、私
でもできたに変わり、ちょっと自信がもてました。
従兄弟の仲村ひろみ（父からのバトンの詩人）が48歳の短い生涯を
終えました。
予定では山口県議会視察でしたが静岡に帰りました。
葬式はしないでくれという本人の意思でした。せめて彼女の好きだっ
たひまわりの花をと探したところ1本だけ、褐色のひまわりを見つけて
花束に添えました。
初めて、自分で運転して帰りました。
○松山港から呉までフェリーで渡り、広島県議会を視察しました。
ここも自民が圧倒的多数ですが3会派に分かれていました。
共産党議員は1名です。市町村合併では82自治体が、24になる予
定との事。市町村議員は半減する事になります。
県議会の議員定数や、選挙区は、19年4月までは従来どうりという
ことですが、これから検討するとの事でした。
奈良県でも各派で検討が始まっていますが、利害関係のある議員
だけで決めるのでは公正な結論になるか不安です。
私が第3者を含めないのかと質問したところそれも含めて検討する
との事でした。
議会のホームページに、予算、決算委員会の議事録も公開されてい

広島県議会にて

るとの事。又特別委員会は、2年ごとに提言をまとめているとの事で
した。
今年は原爆投下60年。呉校の軍艦。広島を流れる川にたくさんの
人々が水を求めてなくなった当時の事を思い政治が、舵取りを間違
えてはならないと思いました。
○知人が亡くなり朝からお悔やみに
○生活相談３件、入学費用のこと、交通事故のこと。裁判の事
○20億円不正融資問題。昨日の内容を各所に連絡。

1/26 水

1/25 火

1/24 月

○県議会議会運営委員会視察
愛媛県議会に調査に行ってきました。共産党は2名、今井さんという
女性の方がいました。愛媛県は人口も150万弱で奈良県と良く似てい
ました。市町村合併が進んでおり今まで70あった自治体が２０になっ
ているとのこと。県議会の運営としては、決算委員会を、企業会計4
日。一般会計4日かけていて、企業会計は現地視察をおこなっている
ということでした。
すべてを4日で済ませる奈良県とは違っています。議会の改革を進
める委員会が設置されて、さまざまな事が議論されているとの事。
意見書については会議はもたれず、最大会派の自民党の幹事長が
各会派を回って合意できるものを提案、反対意見は本会議で表明で
きる事になっています。
奈良県は意見書調整委員会で全会一致が建前ですが、共産党だ
け反対するものを出す事が時々あり、反対意見の表明は認められて
いないため退席の形を取っています。・・・改善が必要です。
○交通事故の生活相談
○御幸橋の工事に関して地元の要望を聞く
中学校に新入学にかかる費用について問い合わせしました。
校章、上履き、体育館シューズトレーニングウェアー、ハーフパン
ツ、夏の制服、名札、かばん，サンバック以上で27480円そこに制服
25000円から7万円、生活保護の基準では、足りません。
○香芝お話「ローソクの会」新年会、長生き節の踊りを披露しました。
○県の都市計画化より土地収用の県で説明を受ける
オムレツ。プチトマ
高田商工会議所に大型店の影響調査のことで問い合わせ。
ト。
橿原商工会議所にも℡。
きゅうり
煮物（ふき、人参
○20億裁判傍聴、事務局会議。
厚揚げ、鶏肉、シメジ
○医療費問題生活相談
ちくわ）カレー
○生駒総合病院問題で会議
家に着いたら11時を回っていました。おつかれさまです。
○産業活性化ビジョンの案ができ、商工労働部より説明を受ける。
パ ブリックコメント1月31日までとの事、現在は意見が届いていない
との事。
○長生き節のビデオを見ながら、県議団で踊りの練習をしました。
適当な運動で、元気が出て、普及したいと思います
○県議団会議、3月議会に向けて
資本論ゼミナール、不破さんの本を県議団で学習をすることになり毎
回少しづつ読み合わせをしています。科学的なものの見方や、物事
を順序だてて考えていく方法など参考になってなかなか面白い本で
す。
○国土交通省大和川工事事務所に行く予定が先方の都合がつかず
後日延期となる。
玉子焼き、イカフライ
○県議団の視察の日程調整。
あ
○生活相談、環境問題のについて、1件
げしゅうまい
○仲村ひろみ詩集を20冊注文、ホスピスで、しゅんちゃんの歌のコン 切干大根、ひじき、人
参、大豆の煮物、くず
サートが開かれたとの事。
きり、きゅうり、卵の
○交通事故で近大の救命センターに運ばれた知人をお見舞いに。 ゴ
ヘルメットで一命取り留めることができました。ハッキリした受け答 マドレッシングサラダ
えに一安心。ブザーも押せなかったのが頑張って押すことができるよ ちくわのきゅうり詰
うになったとの事。仕事復帰の意欲が伝わって、あきらめない事と励 め。
イチゴ、梅干
まして帰ってきました。
帰りに平群の道の駅で、切花を買って帰ってきました。
大きな梅の木が350円でした。まだ、正月の若松が元気ですがやはり
梅の香りが春を感じさせてくれます。
○生活相談、交通事故の問題について
ページトップへ

1/23 日

今日は娘が試験のため朝からハルちゃんがやってきました。
○上牧町支部新年会にちょっと顔出しをして議会報告を渡してきまし
た。
○橿原市の竹森まもる事務所開きに参加してあいさつ。昆虫館のす
ぐそばで奈良らしいとてもいいところです。

お休みです

夕ご飯にメインがな
か
ったのでいろいろなも
のを大きなお皿に少
そこまで行ったついでに、すぐそばのケアハウスに入っている方に し
会いに行ってきました。外に出掛けるのが不便になったとの事。好き づつ並べてプレート
な編み物をしたいが毛糸を買いにいけないといっていました。
ラン
土庫病院に転院された方のお見舞いにいってきました。
チ風にしてみました。

1/22 土

長生き節の踊りのビデオが届きました。簡単ですが元気が出る振り
付けでとても気に入りました。
○橿原の応援に女性議員後援会で、朝から夕方まで宣伝カーに乗っ
て宣伝をしてきました。
おそろいのスカーフは、着物の裏地、絹の生地を切って、きれいな
ピンクのスカーフを巻いて宣伝しました。それぞれの議員が、自分の
町でどんな事をやっているかを語り、共産党のかけがえのない議席
の値打ちを訴えました。
御所のころ橋議員は八木駅の乗降客に、皆さん何処にお出かけで
すか。御所は葛城山がとてもキレイです。是非おいでくださいと観光
案内まで飛び出して面白かったです。
結構目立った宣伝で、手を振ってくれる人も。又、右翼が出てきて、
帰れ。といろいろ口汚く共産党の悪口を言いながら、宣伝カーについ
てきましたが、誰も物怖じしなかったのであきらめて帰っていってしま
女性宣伝八木駅前
いました。又そんな事で余計に目立つ宣伝でした。
に
○生活相談。就職斡旋詐欺問題。他府県のもとの共産党の県議が て
相手方の相談に乗っていたので、早速連絡。スピード解決となりそう
です。
○夜は地元の池の工事の関係で自治会の役員会に参加しました。
○王寺町役場で駅南口の橋の問題について調査。
町は毎年予算要望をしていた。交通量については、国と県の最近
のデーターからコンサルが推定、町が、独自の調査はしていないと
の事。

1/21 金

○県議団会議。
生活保護の入学支度金のこと、県に要望。4月は基準の改定がある
ので4月にしているが、3月でも支給は可能との事。相談者に伝える。
ただし基準額、で準備ができるか不安との事。調査を約束。
玉子焼き、ポテトサラ
ダ（きゅうり、りんご、
○上牧の小集落改良授業の補助金問題で、事業が終わっていない ハ
のに完成しているとして町が報告していた問題で県の住宅課から、 ム）春巻き、ミートボ
説明を受ける。
ー
ル
○王寺町後援会新年会
ぶろっこりー
○河合診療所友の会世話人会新年会
イチゴ
みっちゃんの日記が続いている事が話題に。いろいろ報告しなくて
も共通認識になっているのはありがたいことです。

朝から小雪がちらつく寒い日でした。
○午前中は高田で会議、午後から奈良に。
○県庁にて生活相談1件、土地問題
○県委員会で会議
1/20 木

1/19 水

玉子焼き、ほうれん
草
○生活相談、生活保護家庭で子供が中学進学、4月5日にならないと の白和え、イカフライ
制服などの入学金が支給されない。どうしたらいいかとの事。
し
以前同様の事例で、業者の方にまってもらった事があったが、せめ ゅうまい
て3月には出ないと4月の入学準備は間に合わない。調査を約束。
マカロニとフルーツサ
ラ
○生活相談2件。道路工事のこと。防犯対策の事
ダ（キウイ、イチゴ、ヨ
今日は4件の相談が寄せられました。
ー
グルト、マヨネーズ）
ぷ
ちとまと
○北葛城郡消防出初式に参列
当麻新庄が市となって郡から外れたので４町の少し寂しい式でし
た。知事が挨拶で、災害が起きるときは支援をもらえると思っている

が、奈良県が被害を受ける事になれば周辺はもっと厳しい事態が予
測される。自主防災組織が必要といわれました。
必要は認めるものの、有事法の中で言われ出した組織というのが、
危険な感じを受けます。何のための、誰のための組織なのかの見極
めが肝心。
○西和7町の合併協議会が昨日解散しました。
住民の立場で合併問題をかんがえてきた各地の運動の交流が行な 玉子焼き。焼き鳥
きゅうり、わかめ、じ
われました。
ゃ
○生活相談2件 医療費。まちづくり
この酢の物
ハルちゃんが大人をからかうようになりました。夫がおいでと手を出 水菜と、大根、シーチ
キンのサラダ
すとわざと横を向いて困った様子を喜んでいるようです。
プチトマト
なかなか手ごわくなりそうです。
おかか昆布
○国保中央病院に末期ガンの方の入院の事で相談に行く。ホスピス
は４月の終わりごろからとのことでした。家族の方が家が離れている
事、本人が知り合いが多いところのほうが良いということで、土庫病
院に紹介状受診、予約を取ってきました。

1/18 火

夫が以前、カバンをなくしたときに、中に通帳があったため紛失届
けを出した後で、通帳がみつかりました。
ところがカードを紛失したという事で手続きが必要と銀行に行ってき
ました。カードは嫌いなので、届くとはさみを入れて使用できなくして
います。使わないものなのに家族の同意が必要とのこと。
玉子焼き。肉団子
自分のお金を出し入れするのになんて面倒なんでしょう。
青梗菜、シメジ、人
○議会事務局長のお母さん、８９歳のお通夜に大宇陀まで行ってき 参、
ました。道路に凍結注意の看板があり、知らない道をどきどきしなが 豚肉の中華いため、
ス
ら走りました。満天の星が輝いていました。
モークサーモンとた
喪主の挨拶がご自分の言葉で母を語られて、心に残りました。
最近は式場の方が喪主に成り代わり通り一辺のことを言われるの ま
が多いのですがやはり、生の言葉がいいものです。ご冥福をお祈り ねぎのまりね、イチ
ゴ。
いたします。
シメジご飯
私宛のメール２通が届きました。大学の後輩と、オーストラリアの従
兄弟からのもの。改めてインターネットの威力を実感。
阪神淡路大震災から１０年目。さまざまな復興の取り組みはあった
が失われた命は戻らない。災害が起きたとき何よりも命が守られる
日ごろの取り組みの必要を再認識しました。個人住宅への耐震化の
取り組みは必要です。
○河合町の中馬議員と福祉医療改悪反対署名、憲法改悪反対署名
のお願いにまわる。

1/17 月

1/16 日

○スーパーのトイレで痴漢が出たとの事。トイレを調査。
外から自由に入る事ができ、入り口が男女一緒で、死角になりやす
いところ。

シーチキン入り玉子
焼
き。水菜とたまねぎと
ハムのサラダ。トリの
○橿原市の病児保育をはじめた医療機関を県議団で訪問。
から揚げ。煮豆。肉じ
○特別養護老人ホームを訪問
○生活相談、福祉施設の対応問題１件。入院医療費に関して１件。 ゃが、イチゴ
○配達の乱れで断られた新聞の購読のお願いに行く
ページトップへ
昨夜、「北の零年」の映画を見てきました。
産直のヤマノイモを
夜の映画はいつも寝てしまうのですが、３時間しっかり見ました。
使
吉永小百合さんの最後の言葉、「生きている限り、夢見る力がある限 って、さばの出しで味
り、何かがきっと助けてくれる」心に響きました。
噌汁を作り、とろろ汁
を
○朝から河合町で、福祉医療の署名集め。
作りました。
赤旗日曜版も増えました。
祖父が昔作ってくれ
○上牧民報原稿。
た
懐かしい味です。
○昼からは、来週試験を受ける娘の受験勉強を保証するためにハル
ちゃんの子守をしました。
おやつにマカロニにきなこをかけた物がおいしかったのか、たくさん
食べえくれました。何をしてやろうかと、なんでも興味しんしんで目が
離せません。お昼寝中に原稿を書きました。
テレビで、谷村しんじさんが、ようこそ先輩という番組に出ていまし
た。学校でラジオのディスクジョッキーを作る子供達とのやり取りが大

変面白くてつい見てしまいました。
最初は自分のことをどう表現していいか分からなかった子供達が、
外に出て友達と相談しながらだんだん素直になっていきます。
子供は興味を持つと想像以上に吸収が早く力が出てくるもの。
無限の可能性を秘めた存在であることを再認識させられて、さわや
かな番組でした。
○昨日の生活相談の電話があったところを訪問
医療費問題、土地問題の経過確認。

1/15 土

○新聞を配達しながら、福祉医療の署名集め。
○新春の集い、橿原の社会福祉総合センターで行なわました。会場
いっぱいの参加者で元気な集会でした。
石井郁子さんの話も子供達を地域でどう育てるのかという当たり前だ
けれど、大切な話でした。
久しぶりにたすきがけで壇上に。

みずなをいただいて
い
ろいろにして食べて
い
ますが、今日はごま
ず
和えをしてみました

夜は、ハルちゃんの離乳食を作って食べさせました。細かく切ったジ
ャガイモ、人参たまねぎのクリームシチューがお気に入りで催促。
おかゆはブーッと、口を尖らせていました。
○王寺駅早朝宣伝
○県議団会議、
○奈良町センターでの絵画点を見てきました。

1/14 金

○建設委員会傍聴、３０８号バイパス問題で自民党から、意見の違う
２つの請願が１２月議会に出され、本日委員会視察後に会議が開か
れました。
県は議会で継続審議されているにもかかわらず高架で行くとい
う。 住民と相反する手法を前提に入札をしましたが、談合情報が
あり委員会では、その点が追求されていました。
土木部長は、「再度業者に談合があるかどうかの調査を行なう。そ
れまでは、改札をしないと。」答弁。で、休憩を挟みもっと混乱するか
に見えた委員会ですがすぐに終了となりました。
手法についての意見は出ていませんでした。
生活相談２件。医療問題

玉子焼き、しゃけむ
か
ごご飯
すき焼き風煮。きゅう
り
と、モズク、いくらの
酢
の物。豚の角煮

○大型店出店問題の学集会が平城第２団地で開かれ参加。
山下よしき前参議院議員がこられました。
帰りに、次女宅によって、綿入れのさむえを届けてきました。今日は
ながーい１日でした。くたびれました

1/13 木

1/12 水

○地区委員会常任会議に参加。新春の集いの成功に向けて相談。
○北葛城郡北部議員団会議。
○友の会三役会議。
玉子焼き、コロッケ、
○生活相談。２件。
手
介護保険の事業所の件について、療養型の病院について。
作りウインナソーセ
成人式が早くなって、幕の内が早まり、初めて会う人が多いのに明け ー
ジ,ま菜とじゃこのご
ましておめでとうございますといいにくい雰囲気です。
ま
でも、今年初めてでしたねと前置きして挨拶をしています。
油炒め、キャベツ、フ
ル
ーツサラダ（キウイ、
み
かん、イチゴ
少し小雪が降る寒い日でした。
○ノロウィルス奈良県の現状を担当課に問い合わせ、報告は２３人
内ウィルスが確認されたのが６人との事。
○近鉄交渉になら駅に行ってきました。高田駅の階段の下にベンチ
を置いて欲しいという要望は、最初は階段から何か落下すると危な
いからダメといっていたのですが、写真を見せて具体的な場所を示し
検討してもらう事になりました。

玉子焼き。ミートボー
○五位堂駅のエレベーターは、具体的な協議がまだされていないと ル、しゅうまい
いう事でしたが、乗降客も多い駅という事で近鉄としては中と外に２ 水菜の胡麻和え
マカロニサラダ
機づつ考えているとの事。
焼きさけ。いちご。

○踏み切りの拡幅は、駅東側は水路の改善を始めているとの事。
西側は、街角ウォッチングの時に老人カーの人が、すべての車が
通り過ぎた後からわたりだしたら、途中で警報が鳴り出して危なかっ
た時の事を伝え、踏切内の歩道の設置を要望しました。
現場の調査を実際に行なったのでリアルに伝える事ができました。
○午後から橿原の選挙応援。
電話を掛けていたら、障害者の方で文化会館のチケットを買ってい
ったところ、障害者の車を止めるところがなく、市営駐車場にといわ
れ、結局見ないで帰ったとの事。
早速橿原文化会館に改善を申し入れました。八木駅の市営駐車場
から、車椅子の方が文化会館に行くまでのるとの調査をしましたが、
駐車場から出て歩道に行くところで段差があって車道に出ないと移
動できません。やさしくない町でした。
○河合診療所に新年の挨拶に行きました。
○年末からの相談１件。

８６歳の方が書いてくれた看板です。やっと写してきました。

1/11 火

1/10 月

○県庁にて、生活相談の調査。滋賀県で別荘地を買った人が、道路
も、水道も、説明と違っていたとの事で業者に解約を伝えたところ、共
産党を知っているといわれたとの事で、党にかんけいある業者かどう
か、滋賀県の民主商工会に問い合わせ。まったく関係ないところで、
よく問題があるとの事。
相談依頼者に直接説明をしてくれるとの事。

玉子焼き、荒めの
煮
物（荒め、人参、豚
肉、
いんげん)、ポテトサ
ラ
○20億の裁判、１月２５日３時３０分から。奈良地裁であることが判 ダ、(じゃがいも、きゅ
う
明。
り、チーズ）トリのか
○福祉医療の改悪を許すなの、取り組みが広がっています。命を守 ら
揚げ。
る運動を大きくしましょう。
高野豆腐と三つ葉
の
○王寺町支部会議に参加。王寺駅前の橋の問題相談。
の卵とじ。いちご。
車のタイヤをやっと交換しました。これで安心です。
○葛城北民主商工会に新年の挨拶。
○夜は中地区委員会総会に参加。
○今日は成人式。広陵町かぐや姫ホールで行なわれ出席しました。
入り口で、若者に仕事をの。青年向けの共産党のパンフレットをパン
フレットを配布しました。
毎年成人式に出席していつまでも、２０歳の気持ちでいたいと思いま
す。例年に比べて出席率がよく、ホールの後ろにいすを並べるほどで
した。羽目を外すような事もなく、これだけの若者が、それぞれの道を おなかがすくとつわり
しっかり歩んでいけば頼もしい限りです。
で気分が悪くなると
い
吉岡議長の挨拶で娘さんが２０歳と紹介したとき前列の女性が声を う次女のために、トリ
上げたのですぐに分かりました。親に有難うといってくださいというお ひ
話は、わが子の成長と重なりジーンときました。
じきご飯でおにぎりを
作りました。
○午後から、大阪の今井家のお墓参りに次女も帰ってきて、みんな
でいってきました。ハルちゃんは初めてでしたが、寒くて真っ赤なほっ
ぺをしてきょろきょろしていました。
○生活相談１件。医療問題、医療と介護が必要な高齢者は大変です
ページトップへ

1/09 日

○町内のとんど焼き。我が家のしめ縄を持っていきました。
お椀を持参して、恒例のぜんざいを頂きました。いろいろな方と新
年の挨拶をしました
○日本共産党広陵支部新年会。手作りのなべを囲んでにぎやかでし
た。
長生き節の振り付けができたと連絡を頂きました。西の京支部新年
会で初披露されるそうです。どんな振付か、とても楽しみです。
○橿原の選挙が今月末からで、応援にいってきました。
○前からどうしておられるか気になっていたところの訪問。お元気

とんど看板です。
火を写そうと思いま
し
たが遅かったので下

で、何よりです。
帰りに手作りのはくさい漬けを頂きました。

火
になっていました。

○街頭宣伝をしていたら、赤ちゃんを抱いた若いお父さんが、頑張っ
てと声を掛けてくれました。
○広陵町の出初式に参加しました。町が主催する行事で初めて挨拶
をしました。団員の方々への感謝を述べた後、スマトラ沖地震では、
多くの国で１５万人の命が奪われ、離れた国々が、実は海で繋がっ
ていた。
ぜんざいを炊きまし
憎しみあったり、傷つけたりするのではなく、人類の英知を集めてど た
うすれば人類が生き残れるか真剣に考えなくてはならない時代。
新潟地震では、外部と遮断された地域で農業用ビニールハウス
に、布団を運んで、簡易トイレを作り地域の連帯で生き延びた。
1/08 土

広陵町でも、女子児童の不幸な事件以後、地域で子供を守ろうとい
う動きが出てきています。今年こそ地域の連帯を広げ、災い転じて福
となす年になりますようにと挨拶しました。
いつの間にか、放水を見にきた子供達でグランドの周りがにぎやか
になっていました。

1/07 金

色とりどりの放水

○生活相談１件、土地問題
○県委員会総会に参加しました。
父のお墓参りをして、奈良に帰ってきました。
○シベリア抑留者の会の方から連絡を頂きました。１２月議会に意見
書を提出していた事を知っておられました。
今後、各県に要請をしたいとの事です。
七草粥を食べました
○年末に届いていた広陵民報を配りました。１時間コースでいい運動
です

1/06 木

○従兄弟を見舞いに静岡県立がんセンターにいってきました。久しぶ
りに大勢が揃ってにぎやかでした。
年末に出版した詩集｢父からのバトン」が、反響を呼んでいるようで
増版するとの事です。
その詩集の中の詩に、同じ緩和病棟に入院されている音楽家の方
が、曲を作ってくれてクリスマスに看護婦さん達が歌ってくれたそうで
す。又、友人が，仲村ひろみ詩の世界という事でホームページで紹介
してくれているそうです。何かをやろうという思いが生きる力を支えて
います
○五位堂駅前早朝宣伝、新年最初です。寒い朝です。
○上牧町街頭宣伝。石丸議員と宣伝していると、頑張ってください
と、声を掛けてくれました。

1/05 水

お弁当頑張って作り
ま
したが、写真を撮る
の
を忘れました。
焼き鳥、玉子焼き
黒豆。おでん、ほうれ
ん草のお浸し、イチ
ゴ
お弁当はお休みです

○上牧役場前にて，上牧民報、新年号の写真を東、石丸議員と撮影
○夜は橿原の選挙の集会に参加しました。
ハルちゃんが、下のはが生えてきたので歯ブラシと、歯固めをプレゼ
ント。お正月中お母さんとべったりで甘えん坊になり抱っこ。赤ちゃん 上牧町、石丸、東議
になりました。
員と
○朝から雨、県庁の初出勤に合わせて、新年の挨拶と決意を、３人
揃
って行なう恒例の宣伝を行なう。
○県議団会議の日程打ち合わせ。

1/04 火

○高田に戻って中央委員会のｃｓ通信を見る。
今の時代がどういう時代か、志位井さんが分かりやすく語ってくれま
し
た。戦後６０年、日本が過去の戦争をどう見るかは、内政問題ではな
く、きわめて国際問題です、というのには、なる程と思いました。
６０年前は、戦争をしないという憲法を世界に先駆けて作りました
が、今では欧州連合などでも９条を取り入れようとしており、６０年の
間に時代が９条に近づいている事、又戦後の出発は国連憲章でも二
度と戦争をしない世界を作ろうというのが大前提。
日本の政府を誰がやったとしても指導者にあるものは、世界の共通
認
識を前提として事を進めるのが当然。それに逆行する勢力を孤立さ
せ
る大運動が提起されました。
○土庫病院の新年の集いに参加して挨拶

お節にあきて昨日の
夜カレーにしました。
朝も、昼もうどんで食
べました。
夜は、飛鳥なべ、牛
乳
と白味噌仕立てで温
まりました。

1/03 月

○インターネットで、私の産廃処分場問題を見たという２４歳の青年と
会いました。ロンドンの大学の卒業論文を書くのに話を聞きたいと年
末に連絡を頂いて４日には、イギリスに帰るという事で今日の日にな
りました。なぜ。
私のところに連絡がきたのか聞いてみたら、”桜井 ごみ”で検索し
たら今井光子が６箇所出てきたとの事です。
解決の力になるような論文を書いてくださいとお願いしました。
住民が望まない事が起きるのはなぜか、どうしたらいいと思うかと聞
かれて、回りのことに、関心を持つ事、代表を選ぶ時はしっかり選ぶ
事、民主主義を本当の意味でかくりつすること。
議会では少数派だけれども言い続けることで、必ず前進する事。
あきらめない事など。とても熱心に聴いてくれました。
今日で正月も終わり。長女たちが、生駒から帰ってきました。
春ちゃんの笑顔は最高です。

１/02 日

６０センチほどの熊
の
ぬいぐるみ。娘のプ
レ
ゼントです。
ク-(９条)ちゃんと名
づ
けました。強い味方
が
できました。
ページトップへ

次女夫婦がお年始に来ました。妊娠７週間８月が出産予定です。い
つまでも子供と思っていたのに、親になるなんて、時代は変わるもの
です。無事に出産できますように。主人の姉も来てにぎやかでした。 たんぽぽの家のクリ
つわりでお醤油がダメとの事で、ゴマたれのしゃぶしゃぶにしました。 ス
枡、チャリティで手に
入
○年賀状の返事をかきました
れた作品、土居清三
郎
作，回転鶴細かな鶴
が
見事です
○家の近くの神社、新家長福寺に初詣。桜で有名なお寺です。毎年
鐘を突いて新年を祝います。
１２時を回ってから出掛けていったので私たちが最後でした。
良い年でありますように・・・・・・

１/01 土

2005
年

○ハウルの動く城の、宮崎アニメを見に行ってきました。いろいろなメ
ッセージ、戦争、愛、老人問題、家族、など、美しい画面から届けられ
ました。
○帰りにスーパー銭湯「虹の湯」に入ってきました。家の近くで便利で
す。

明けましておめでとうございます

mizumamaからいた
だ
きました。ちりめんの
え
とのとりです
煮しめごぼう、レン
コン、サトイモ、くわ
い、こんにゃく、人
参、しいたけえびの
酒蒸し、ぶりの照り
焼き、栗きんとん、
なます
伊達巻、かまぼこ
黒豆，豚の角に
田作り、かずのこ

