日記 ’05-2月

（2005）

2月

２月は今日で終わりです。今日から県議会が開会になりました。
３月２５日までの長丁場となります。予算委員会に入りますので体力
勝負です。
私の後ろにいた井岡議員が無所属から自民に変わり、座席の変更
が行なわれました。
○知事の議案提案
○団会議で、一般質問の事を相談。
2/28 月

2/27 日

○河合町で新聞拡大に回りました。年金からまで税金が引かれてい
たと怒りの声。
○生活相談、橋の工事で、電動車椅子が通れなくなったとの事。郡山
土木に連絡。改善を約束してもらいました。
○新聞の集金
今日ハルちゃんが朝から下痢と嘔吐でいつもと様子が違っていまし
た。お医者さんに見てもらったら,赤ちゃんガかかる冬の風邪との事。
心配です。
○新聞配達。
○演説会の準備で、学習
香芝市日本共産党演説会、お休みにもかかわらず大勢参加いただき
ました。
夫の姉が久しぶりにハルちゃんに会いにやってきました。大きくなっ
ているのを見てびっくりしていました。
○藤本みやこ香芝市議と一緒に赤旗を進めに行きました。
党員のお誘いも。考えてくれるとの事楽しみにしておきます。

た
まごやき
イカフライ、肉団子、煮
物(ちくわ、人参、がん
もどきインゲン)キウ
イ、プチトマト

お休みです
昨日のかにをなべにし
ていただきました

ページトップへ
昨日の委員会の報告をしておきます
○少子高齢化対策特別委員会では、今年奈良県予算で削減される、
介護保険の減免対策、福祉電話の基本料、などを取り上げ県は、単
独事業を廃止しているが、単独でやらなくてはいけない理由があって
始まった事業。事業としてはそれぞれでも低所得者で受けている人
は、電話の料金も負担増、ヘルパー料金も負担増と重なっている。影
響を調査してやったのかと質問しました。
生活保護の入学支度金は３月支給に改善すると回答がありました。
育児介護休業制度ガ、４月から変わります。派遣労働者にも拡大され
たり。期間延長、介護では就学前の子供の病気に年５日間が認めら
れ、事業主の義務規定となります。周知を図るように求めました。
公会堂での集会
2/26 土

○大阪で社会保障改悪阻止２００５年近畿総決起集会が大阪の中ノ
島公会堂で開かれ参加しました。
会場には２５００人が参加満員でした。御堂筋をデモ行進。介護保
険裁判に取り組んでいる方の報告がありました。３５０００円の年金カ
ラ、介護保険料毎月２８００円払っているが、介護が必要でも１割払え
ないので、使えないと、訴えられました。
国民を苦しめるだけの政治は、変えるしかありません。
デモ行進。３列目の
○広陵町で、松野悦子議員の町政懇談会があり参加しました。
黄色い旗に顔が隠れ
住宅リフォームに掛かった費用の１割、１０万円を限度補助がつく事
になります。乳幼児は歯科治療、入院医療が就学前まで、拡大され て白いコートを着てい
るのが私です。
ます。住民の方々と一緒に取り組んだ大きな成果です。

2/25 金

今日は２７回目の結婚記念日でした。職場旅行に行った夫がかにを。
今日は５時におきて議会の準備をしました。早おきは、三文の徳とは
よく言ったものです。頭もさえて効率が良かったです。
今日はお弁当をやめようかと思いましたが、やはり作る事にしまし
た。
○議会運営委員会
○午後から少子高齢化対策特別委員会でした。
内容は又お知らせします。
奈良に行く途中、行列のできるラーメン屋さんがあります。いちどい
きたいとおもっていたお店です。最近シャッターが閉ざされて店長が
療養中との張り紙が。。。

玉子焼き、水なのサラ
ダ、卵入り肉団子、大
根と豚バラの煮物、ち
くわのきゅうり詰め。き
ゃらふき

気になります。
○生活相談２件、医療費の事、差額ベットの事

2/24 木

2/23 水

○長生き節の踊りのテープのダビング完成。１０本できました。ご希望
の方はどうぞご連絡を。
○明日の少子高齢化対策特別委員会の打ち合わせ。誰と話したか
分からないくらいたくさんの関係各課と話し合いをいたしました
○補正予算の説明を聞きました
玉子焼き、ほうれん草
○県政懇談会
ミートボール、煮物
疲れました。今から質問準備はやめて、早起きします。
プチトマト、大根のゆず
付け鮭フレーク
○早朝宣伝五位堂駅前。
お弁当の用意をしていくのに大忙しです。
水曜日は分別ごみの日です。帰ってから新聞紙やダンボール、を出
しました。ビン、ペットボトルは時間が８時までなのでまに合いませ
ん。又２週間後です。
○介護保険の申請をしたOさんから、昨夜トイレで倒れて失禁した。
もう死にたいと泣いて℡あり。
介護保険の申請に主治医に意見書がいるため往診を依頼、役場の
福祉課に連絡、訪問調査に来てくれる。お風呂とトイレに手すりが必
要。ケアマネージャーを決めて、在宅の支援の申請をしてくださいとの
こと。認定で１ヵ月後に要支援にならなければ手すりをつけても自費
負担となる。すぐに間に合わない制度である事を再確認。
○上牧町小集落改良事業の残事業があるのに終了したと報告して大
問題になった場所を、共産党上牧後援会で実態調査。あちこちに開
発公社が買い上げたままの用地が点在して財政難の中で、塩漬けに
ならざるを得ない状況である事を確認する。担当部長より説明を聞き
ました。

突貫工事の道路、両
側が、土のままで雨が
降ったら崩れそうでし
た。

○生活相談、障害者の支援費制度ついて、清掃センターについて、
介護保険の減免について
今夜はハルちゃんを久しぶりにお風呂に入れました。泳ぐおもちゃ
に興味津々でした。
○各派代表者会議 、２月か６月に議員の定数、選挙区検討委員会
を設置する事で合意。
○県議会等の入り口に議員の顔と、名前、所属委員会などが分かる
看板設置を提案、具体化を検討する事となる。
○奈良県の福祉医療の改悪に反対する請願の紹介議員となりまし
た。

2/22 火

2/21 月

○県の工事に関わる問題で相談あり
○王寺町の橋の事で相談あり
○生活保護のことで相談あり
○福祉電話の基本料金が廃止される問題で相談あり
電話の基本料金１６００円、黒電話１５５０円。ガス台、コンロだけの
場合２０００円から３０００円との事。
最低生きていくうえでいくら必要なのかを調査中です。

散らし寿司、ほうれん
草のお浸し、玉子焼
き、海苔巻きチキン、
ひじき
プチトマト
今日は、もう少しで、写
○２０億事務局会議会議
○朝から中馬議員と河合町のスーパーのトイレで、婦女暴行事件が すのを忘れて食べてし
まうところでしたセーフ
起きたとのことで、防犯対策の強化を店長に申し入れました。
近くの大型ストアのトイレであったというのは聞いたが、自分の店であ です
ったとは、しらなかったとの事でした。できるだけの対策をしたいとい
われていました。現在も店員さんが２時間おきに清掃したり、警備員
さんが見回ったりしているとの事です。
○介護保険の手続き代行
○広陵町の火災があった事で、役場で被災者の様子を聞く。
○都市計画課より議案の説明
○新年度予算の調査
○経済労働委員会で、質問しました。
育児介護休暇中の貸付金について聞くと昨年の実績は、たった、1 玉子焼き、ささみのチ
件との事。もっと知らせるように求めました。
ーズフライ。一口カツ、
インゲンの胡麻和え、
○地場産業振興センターのフロアーに、ブースでしきりにして新たに 水菜と大根のサラダ
仕事を始める人のオフィスにするよう求めていましたが今年度新規事 しゅうまい、プチトマト
業として採用されました。活用は18年から。利用料は、1へーベー1年
目が500円、2年目が1000円、3年目が1500円との事です。
○労働会館が日曜日に休みになっている事で、改善を求めました。

現在は例外的に明ける事も年に２～3回あるので相談して欲しいと
の事。
近畿を調べたら大阪、京都、和歌山みな日曜は開いています。当然
です。私の問い合わせている意味が先方の他府県の方につたわらな
くて、聞くほうが恥ずかしい思いをしました。
○大型店出店問題では、高田のダイエーが撤退するのではないかと
いう不安を取り上げ、県として野放しではなく、出店閉店に関与できる
まちづくり条例を作るように提案しました、。
○ものづくりではこんなものが欲しいという人と、こんなものがあった
らいい、又、こんなものをつくっていますという人をドッキングさせられ
るようホームページの改善を求めました。
1000年の歴史がありすべての産業があるという利点をいかす事が
大切。ならランドで支援をすべきと提案しました。研究したいとの回答
です。

2/20 日

○林業は生産者重視の政策で、消費者のニーズに合わない、これを
改善するために生産から消費まで関係者が集まって奈良県の木を活
用するプロジェクトとを作るべきと提案。
○学校給食に奈良の米ひのひかりを活用する予算があり、子供に地
元の米野菜である事を、知らせるようにと要望。工夫したいとの回答
でした。
今日は高校の同窓会の打ち合わせがありました。
県内に10人同窓生に方がいることが分かり、手紙を出して、誰が来て
くれるかも分からずに王寺駅で待ち合わせ。高校の名前を書いた紙
を持って改札口で立っていたら、いろいろな方にじろじろと見られまし
た。約束の時間になっても、現れず。気を取り直してもうひとつの改札
口に行き、それらしい方に声をかけたら同窓生の方でした。今年は奈
良でということで会場などの相談をしました。
○明日の経済労働委員会の準備。
ハルちゃんが今までは、お父さんや、お母さんと離れても平気でした
が最近なくようになって来ました

2/19 土

ざるそばを食べまし
た。
田中美智子議員の実
家のおそばです。
だしがついていて何と
もいえないおいしさで
す。

ページトップへ
○久しぶりに新婦人の会議、サンマルクでモーニングを食べながら。
焼きたてパンが次々と来て、全種類を食べようと思ったのですが無理
でした。
○香芝市の選挙の支援で、赤旗をすすめに行ってきました。
教育現場では、17歳の少年の殺害事件のようなことが、おきても不
思議でないとの事。
お休みです
先の見えない閉塞感があるとの事。真実を報道し、未来を指し示す
新聞と進めて購読を約束していただきました。
○生活相談2件。特別障害者控除の事。教育行政の事。
○議会の準備
○高田市商工会議所にて懇談。
ダイヤモンドシティの影響や、ダイエー撤退問題に関して。全国でも
近畿の落ち込みが激しく、その中でも奈良県が厳しく、その中でも高
田を中心とした中南和、高田で1番人が多いのはハローワークとの
事。
大型店の出店にも弊店にも行政の関与も何もないのはおかしいと
いう事で意見が一致。
商店街として頑張っているところは落ち込みが少ない事が分かりまし
た。

2/18 金

2/17 木

○経済労働委員会の打ち合わせ
○中央卸市場のトイレが実現できている事を確認

玉
子焼きほうれん草とか
○消費税増税反対２,18集会に参加。
皆に知らせるには口コミが1番という柴田悦子先生の話や、参加者 つおのお浸しピーマン
肉詰め
の話に元気をもらいました。
金平ゴボウ、プチトマト

今日は暖かな日でした。朝から県庁に。
○森林環境税の説明を受けました。
県民税に1人500円を新たに課税、法人には、法人税の５%.年間で3

億円を森林環境の保全に使うというものです。森林の荒廃は、深刻で
その対策は重要です。
だからといって県民に目的税で課税するのはどうでしょうか。予算委
員会で、議論します。ご意見をぜひお聞かせ下さい。
○県有地を不法占拠している問題で担当課に説明を求め早急に改
善するように申し入れました。
○県議団会議

玉子焼き。豚肉のみそ
やき。水なの胡麻和
え。肉じゃが、サラダ。
○産業活性化プラザの視察、田中美智子議員といてきました。
ウインナ.さけフレーク、
奈良は、1000年の歴史がありすべての産業が規模は小さいけれど 漬物、梅干
網羅されているとの事です。
こんなものが欲しいと思っている人と、こんなものを作っていますと
いう人が、又。こんなものがあったらいいと思う人の意見がものづくり
に生かされるシステムができればいいと思いました
○生活保護の相談あり、申請に行ったら消費者金融にいけばいいと
いわれたとの事。

道の駅で買った、梅の枝が満開です
朝から小雨。
○介護保険の手続きで、訪問。
先日は足がたたなかったのが長寿村に連れて行ってもらってジャグ
ジーに入ったら立てるようになったとの事。風呂の手すりを希望。
○20億裁判、前回2月15日までに、県側が資料提出する事になって
いたが、組合側がだすべきものをだしていないことが判明、しました。

2/16 水

○池の工事の件で、施工業者が来て、話し合いをしました 。
そのときに問題があれば工事をストップして方法を変更することが
できたのに、クレームについては、なにもいわれていなかったとのこ
と。
○滋賀県の彦根に場外券売り場ができることで問い合わせがあり、
調査、奈良競輪は関係ないことを伝えました。
○障害者支援費制度について調査、補助金の事で調査を依頼
○王寺町橋の件
○生活保護について3件
○河合町赤旗拡大訪問

お休みです
夕食に豚肉を梅酒とし
ょうゆを合わせたれで
焼いてみました。お肉
も柔らかくなっておいし
かったです。

○国民保護法、について、若者の雇用対策について問い合わせあ
り。

2/15 火

2/14 月

今日は、午後から予定を空けて、議会に向けて調査などをしようと
思っていたら決まった予定がなかった分かえっていろいろ忙しい1日
でした。
○吉野町議会議員選挙の応援に行ってきました。
朝の届出は13人で無投票になるかと思われていましたが、結局15
人で1名オーバーです。女性候補の実績や、党の値打ちを訴えてきま
した。林業不況で大変です。林業家や、製材業、大工さん、設計士、
消費者などで、林業問題を考えるプロジェクトをつくらせますという政
策に、共感が広がっていました。
ずーと以前から応援し続けてくれたＮさんが亡くなり、お通夜に行っ
吉野町でこんな看板を
てきました。95歳でした。
見つけました
○地区委員会の会議
○生活相談２件、相談日の設定。障害者福祉の助成金について
○農民連と懇談で県議団3人で明日香までいってきました。
お天気が良くて、吉野の山々が、とても美しく見えました。今の農業
をめぐる課題をよく整理して説明していただきとても勉強になりまし
た。
お昼は、「神雛」（ひもろぎ）で、お昼のコースをたべました。
器や、盛り付け、何よりも気くばりのきいた、程よいお料理はほっとで 玉子焼き、ひじき、マカ
きるひとときです。
ロニサラダ、牛肉と白
菜のすき焼きふうに
○農業大学校訪問、校長先生と懇談してきました。
、ちくわのきゅうり詰め
○知事から予算説明を受けました。
公式発表は21日です。私たちがとりあげてきたものも新規事業に反

映されていました。全体には厳しい予算です。

ほうれん草とちりめん
雑魚の炒め物

○砂防課より、条例の廃止と、新条例の説明を受けました。
国営の里道、水路が、市町村に移管される事になります。

2/13 日

○地元の踊りの会の方から長生き節を教えて欲しいとの電話。
○奈良県春闘共闘、第8回、トラック、自動車パレード出発式に参加、
日本共産党奈良県委員会を代表して連帯の挨拶をしました。
会場には50台のトラック、自動車が、憲法9条を守れ、教育基本法
改悪反対、年金の充実を、雇用を守れ、消費税増税ストップ、生駒総
合病院を存続せよ。奈良交通中井さとしさんの労災認定を、などさま
ざまなスローガンを張って、風船などをつけて勢ぞろい。
トラックの助手席には、奥さんや小さな子供達が乗り込み、奈良，郡
山、天理方面をパレード。なかなか見事でした。
集会では、県下の運動の報告が行なわれ、
・生駒清掃では、不当解雇に勝利の判決が出た事。
・郡山では、シルバーの駐輪場の運動でトイレが設置された事。
・生駒総合病院では、突然の閉鎖勧告に、労働組合が結成されて、
医療の存続を求めた闘いが行なわれている事。
・奈良市の学童保育所では、延長保育に対して、残業代が認められ
たとの事。働く人が世の中を動かしている事を実感しました。

お休みです

○生活相談1件、河川工事に伴う家の過失のこと
ページトップへ
大掃除の続きです。
家中のいらないものをかたずけて、倉庫に入れました。私の部屋もや
っとすっきりしました。娘の部屋をかたずけて、夫の居場所を確保しま
した。これで3月議会に望めそうです、
2/12 土
○生活相談に乗った方から、金銭トラブルがすぐ解決できたとお礼の
連絡を頂きました。
○北海道の方から、バス路線廃止の運動のホームページを見たと連
絡を頂きました。

かにかまいり玉子焼
き、はるまき、ウインナ
ときゅうりの串刺し、サ
ツマイモ、人参、ちくわ
の煮物。、ほうれん草
のバターいため

○生活相談
年金のこと、離婚した妻、自分では18ヶ月しか年金をかけていない
支給させるのかとの事。夫の扶養に24年入っていたとの事で、それを
含めて通算になるのではとアドバイス。社会保険事務所に確認する お休みです
事を進めました。
離乳食にささみの豆腐
ハンバーグを作りまし
○ホームヘルパーの研修の事
た。
2/11 金
今まで気になっていた家中のいらないものを片付ける大掃除をしま
した。今日は倉庫。3回も清掃センターにごみを持っていきました。
広陵町は分別が徹底しており、センター内でも場所がそれぞれで分
けるのを教えていただき分別してきました。
本がたくさんあって、手放したくないのばかりですが、引越ししてから
1度も読んでいないものをこれから読むとは考えにくく思い切って処分
しました。
今日は母の73回目の誕生日。すぐに食べられる食料品をセットに詰
めて送りました。
○ホームページの整理。○議会の準備
○生活相談、３件。失業後生活費がなく生保も断られたとの事。
性格まで変わってしまってきているとの事。離職者生活支援資金を紹
介する。

2/10 木

2/9 水

ささみ細かく刻む。豆
腐、卵黄。片栗粉塩
少々薄く焼いて出来上
がりです

○県有地の不法占拠の県、調査を約束。
美容院に行ってきました。オーナーが交通事故で心配していました
が、みんなで力を合わせて頑張っていました。
パープルの雑誌に、タイ風カレーが紹介されていたのでおいしいよと 玉子焼き、しゃけ、しゅ
紹介しておきました。
うまい、ちくわのきゅう
りわかめときゅうりとち
○訪問、足が悪くて立てないためお風呂の手すりを希望されていまし りめん雑魚の酢の物
た。介護保険の申請を勧める。
白和え、数の子
夕方虹が出ていました。
○会議
夕方から寒くなって又風邪気味です。久々に早く寝ることにします。
○資料整理
○友の会3役会議

○近鉄高田駅に椅子の設置に件で申し入れ、前向きに進めていくこ
とになりました。
○高田ダイエー撤退の問題で事情を聞きに太田議員と訪問。
まだ何も具体的には聞かされていないとの事。
職員約200名が働いているとの事。太田議員の話では、住民がなくな
ると困るので、決算が良くなるように買い物をしてくれといっている人
もいるそうです。
近鉄も、ダイエーが閉鎖になったら、近鉄のお客さんも減ってしまう きのこご飯。ししゃもの
フライ。マカロニサラダ
と心配されていました。
玉子焼き。金平ゴボ
ウ。海苔巻きチキンか
○高田商工会議所訪問。後日面談する約束となる。
○高田市消防署に健康祭で地震車を貸して欲しいという申し入れを らあげ
しました。救急が大変になっているとの事です。不安な世相と直結し
ている事が良く分かりました。
○県議団との要求懇談会。中地区委員会にて。
30人学級の問題、福祉医療、指定管理者制度、障害児教育など意
見が交わされました。
○生活相談2件、土地の事。介護の研修の事
○中地区議員団会議、
葬儀に参列。自宅でのお葬式はご近所が参列されて団地のほうと
はずいぶん違います。

2/8 火

高校の同窓生の方から2通アンケートに添えて手紙が届きました。
県内に10名おられるようです。今年は奈良ですることになり、手紙を
出していました。まったく知らない人ですが同じ高校という事で親近感
が湧くから不思議です。
○真美が丘、友の会年金学習会に参加、講師をしました。
年金の関心と怒りは相当なものです。
○県議団会議
○県委員会総会
又消えました。
○生活相談、県庁にて1件。入札の件、指名停止の業者が、元請で
分からず入札に参加してきている。
しかも通常の半分のコストで出しているとの事。

2/7 月

○地震の車の件
○なら地区委員会の要求懇談会に参加しました。
子供の事件以後、学童ホームの迎えに4時に行かなくてはならず、時
間が忙しいとの事、水害、道路、中央卸売り市場に洋式トイレの設置
を。精神センターに子ども診療科を。清掃センター。大型店など、たく
さん出てきました。

おにぎり、きのこのオ
ムレツ、ウインナ、いわ
しの生姜煮、ひじき、
サラダ菜

お弁当を写し忘れまし
た。
散らし寿司、玉子焼
き、から揚げひじき、桜
餅

ページトップへ
今日はお休みです。
久しぶりに朝から家にいたので。掃除、洗濯、片づけ、ハルが何でも
口に入れたり。狭いところでも入り込んでくるので、いらないものを取
り払って、はいはいしやすくしました。
○シベリア抑留者の会から県議会に請願をあげたと連絡がありまし
た。
2/6 日

2/5 土

お休みです

ちらし寿司を作りまし
次女夫婦が来て、夫の誕生日をみんなで祝いました。
た。娘が、ゆりね団子
私の誕生日は、いつも議会があって、又国際婦人デーの催しなどが を作ってくれました
あってその日にやった事はありません。
3月は、ハルちゃんを初め4人が誕生日、皆一緒にという事に。
橿原市議選、共産党 2議席実現。
早速事務所。お祝いの電話をしました。
風邪引きでダウン。
橿原の選挙新聞報道では、共倒れだけは避けたいとの厳しい論調が
気になる。
○生活相談1件、介護保険に関して。誰か橿原に知り合いがあったら
お願いしますと依頼。5～6人くらいならいるから頼んでおくわねとの返
事。
玉子焼き、水菜と人参
のサラダ。しゃけ、カレ
ハルの風邪で休んでいた娘が、今日は人が少ないから仕事に行く ーミートボール。えびし
との事で結局1日子守をしました。
ゅうまい煮豆

離乳食も自分で手でつかんで食べたいようで、おかゆもスプーンで
すくえないのにすくおうとするから。あちらこちらにご飯粒で大変です。
風邪薬が効いてうとうとして知ったら、ハルちゃんに頭を叩かれて目
が覚めました。我が家の洗濯機は1日中休む暇なしでした。

片岡福美さんの葬儀の弔辞、今朝2時までかかる。
朝、夫に聞いてもらい再修正、再々修正。和紙に清書していたら11時
過ぎて、大急ぎで参列。なんとかセーフ。
読み上げるうちに悲しみがこみ上げてくる。斎場でお別れをしまし
た。
○大和郡山ホールでの土地家屋調査士会の集会に参加。
2/4 金

2/3 木

どうも風邪の具合がよくない帰りに。診療所で受診。

お
でんのゆでたまご。イ
今日は夫の51歳の誕生日、お互いに忙しくて何もなしなのでせめて チゴ。春巻き。から揚
もにケーキを買って帰りました
げ
キャベツ
○橿原の最後の演説会に参加、五井町の集会所。候補者のお膝元。 こまつなとあぶらあげ
○新聞の集金。
のおひたし。
○以前生活相談に乗った人から退院ができることになったとお礼の
電話がありました。
○橿原市議選応援。
昼八木駅前で山下よしき前参議院議員。辻第一元衆議院議員らを
迎えて街頭演説会で司会。昨夜片岡福美さん、お亡くなりになりまし
た。風邪気味のところに又寒さで、鼻づまりのどの痛みで、１時間の
司会ができるか不安でしたが。寒さも少し和らぎ。元気の出る演説会
でした。

玉子焼き、クリームコ
ロッケ。煮物
こんにゃく、ちくわ、に
んじんしいたけ、ブロッ
節分のいわしとまきズシを頂きました。西南西の方向が恵方とか、一 コリー
キャベツきゅうり
様そのようにしましたが、誰が決めるのでしょうか疑問です。
イチゴソラマメとレンコ
ンのてんぷら
○橿原に選挙の応援に行ってきました。寒さがこたえる日でしたが手
を振って応援していただくと元気が出てきます。
片岡さんのお通夜に参列。弔辞を依頼されましたので、今夜は原稿
作りとなりそうです。

2/2 水

○橿原の商工会議所によって、大型店の出店に伴う影響について意
見を伺いました。高田のダイエーが撤退と新聞で報道されています。 お休みです
今でも大変な商売がますます落ち込みそうです。雇用も心配です。
○生活相談、事故の事1件、県行政のやり方について1件
年度末の工事が多いと苦情が寄せられました。
昨日書いた日記が開いたら消えていました。2日に書いています。
一面銀世界。雪だるまを作りました。

2/1 火

○大和川管理事務所に行き、王寺の橋の事で意見を聞いてきまし
た。県管理の河川、管理する立場からはできるだけ川に負担を掛け
たくない。地元の事情でやむなく橋を架ける場合は、基準があってそ
れがクリア出来れば認可することになるとの事。
○夜は橿原の民主商工会で演説会があり弁士にいってきました。

ページトップへ

