日記 '05-4月

（2005）

4月

8月 7月 6月 5月 4月
○朝６時からみっちゃんの宅急便のビラまきをしました。
○医療懇談会の案内びら作成

4/30 土

いいお天気で夏物と、冬物の入れ替えをしました。山ほどの洗濯をし
ました。セーターも洗って毛玉を取ったら新品のようになりました。
さがみで味噌煮込み
うどんを食べたら名古
○天理で開かれている早瀬さとこ作品展を見てきました。
屋万博応援で３００円
１９歳の詩人、毎年少しづつ成長の足跡が見られて応援しています。 の券をもらいました。
○下市で秋本県議の義母のお通夜があり、参列
○香芝でmさんのお通夜がありお悔やみに行ってきました、54歳あま
りにも若すぎる別れでした。
今日で４月が終わりです、とても長かったような気がします。
○田原本の国保中央病院に緩和ケア病棟飛鳥が、完成し、祝賀会が
あり参加。
20床、家族ルームや瞑想室など議会で要望してきた内容が揃って
いました。後はスタッフの人たちの頑張りです。

4/29 金

○奈良市の秋篠あかね会のあかね保育所の内覧会を見てきました。
建築家の深津氏から詳しい説明を聞きました。一緒に行った次女は
8月に出産予定。こんなにすばらしい保育所をはじめに見てしまった
ら、他に預けられなくなるといっていました
○河内ワインの夕べに参加。桂三枝師匠が、シャンソンを歌ってくれ
ました。トークも笑いの中に深いものを感じます。
女社長が定期的に開いているもので土蔵の中でのコンサートはな
かなかいいものです。

ワインのラベルが三
枝さんの似顔絵でし
た

久しぶりにお弁当を作りました。
○上牧のパチンコ問題で、役場に事前相談のことを聴きに行きまし
た。
3年前に８軒の住宅がたち、目の前にパチンコができれば、環境が
大きく変わり心配をしています。
現地を見に行きましたが、通勤時間帯や休日に込み合う県道がもっ
と混雑するのではと心配になります。

4/28 木

○午後から県の出先機関宇陀方面に行って来ました。宇陀川センタ
ーではトイレについて面白い歴史などのコーナーがありました。
○河合のパチンコの経過を確認。開発の審査中との事
○ペット問題報告
○生活相談 パチンコの事。池の事。

4/27 水

シルク博の時のらくだに乗った子供達の像が、浄化センターにあり
ました。
○森之宮の住宅都市整備機構にペット問題で東議員と行って来まし
た。原則は、契約にある通りペットを飼うのは禁止です。
しかし、この間の公団側のやり方では無理強いをするとさまざまな問
題を生じる事。
捨て犬、捨て猫。公団の担当職員との過剰なトラブル、飼っている人
全員に通知していない問題から来る不信。
一方で、迷惑をこうむっても声をあげる事もできずに我慢をしている
人。
今までにいきさつなどを伝え、考えを聞きました。
高の原の事務所と答えは変わりません。
しかし、入居者に出よとはいわない。今後の対応は少し冷却期間を
おいて進めるとの事でした。共生できるルールを住民合意でできたら

たけのことわかめの
炊き合わせ、ハーブ
ウインナ、夏みかんと
みんとのサラダ、煮
豆、しゃけ、大根葉と
鰹節の佃煮、とまと、
山椒ちりめん

通信書道の教材が届
きました。
生き物の身うちの力
そそのかし
青葉の5月の太陽が
照る
こんな伸びやかな歌
が書道で書けるよう
になったら素敵です。

いいと思います。
○宣伝カーのテープが故障したと思っていたら、操作のミスだったよう
で音が出るようになりました。
赤旗のテープを流して走りました。春風に乗って平和の願いが大和
盆地に広がっていくような気がしました。

4/26 火

○夜は広陵町の支部会議。4名の新たな人が増えましたうれしい事で
す。私のニュースの配布を皆で手分けをしてくれました。ほんとうにた
くさんの人に支えられている事に感謝感謝です。
○生活相談---上牧町パチンコ問題。公民館のあり方について。
昨日起きたＪＲ西日本の事故70人を超える死者が出た大惨事となり
ました。
○朝7時30分に迎えに来てもらい大淀町の町長,町議補欠選挙の応援
に行ってきました。
清水貢さんが、補欠選挙に立候補され、1日宣伝応援しました。
共産党の町会議員をしていた岡向さんが町長に立候補した事に伴う
補欠選挙。
5時に無投票当選となりました。
演劇鑑賞会のためいつも乗らない電車に乗るため下市口の駅に送っ
てもらいました。ホームで高校生の男子3人がふざけて1人が線路に
突き落とされました。すぐにあがってきたので危ないと思って立ち上が
りましたが、何もいわず様子見をしていたら、今度はむこうのホームに
線路に下りて渡り行き来を始めました。
思わず「何してるの いい加減にしなさい。あんた達だけではすまな
い、きのうの事故のようになったらどうするの」とホームにたくさん人が
いましたが、思わず大声で怒鳴っていました。
1人の子が、半分脱いだようなカッターの前を合わせながら頭を下げ
て「どうもすみません」と誤りました。
怖いおばちゃんと思われたでしょうが、素直に謝った子を見てすがす
がしい気分でした。

今日は小泉内閣が誕
生して4年目です。
自民党をぶっ潰すと
いっていましたが、暮
らしと平和をぶっ潰さ
れては大変です。

○「幸せの背くらべ」黒柳テツコさんが90歳のおばあさんに扮して熱演
面白い舞台でした
○かがやけ子育て守ろう憲法。日本共産党と楽しくおしゃべりの会を
行ないました。
比例候補の平松順子さんに来ていただいてお話を聞きました。
私もお話させていただきました。若いお母さんがたくさんこられてほの
ぼのした暖かい会となりました。
4/25 月

4/24 日

○王寺駅前で憲法署名。
○県の医大、県立病院室から、専決処分を行なった医療事故、医療
費の対応などの説明を聞きました。

王寺駅で憲法守れの
宣伝をしました。
○秋篠茜会のあかね保育園を見学してきました。川上の木材をふん グリーンの服が私で
だんに使っていてヒノキの香りと土壁が素敵でした。
す
○NPO世界会議に参加する5人の代表の壮行会に参加しました。
ページトップへ
○朝から新聞配達
○午後から日本共産党奈良県後援会の年次総会に参加。
奈良市月ヶ瀬の小川さんが、月ヶ瀬梅林の本を持ってきたので1冊
購入。月ヶ瀬梅林は、日本で始めて,名勝地3箇所指定された中のひと
つ
県立美術館の絵本原画展を見に行ってきました。絵本は素敵です。
○明日の憲法署名の署名板の準備、なかなかいいものができまし
た。
今日は新緑に負けないくらい鮮やかな緑のジャケットを着てみました。
○お話会の感想を書いて送りました。
○25日の懇談会の準備報告原稿作成。

4/23 土

○王寺で町政報告会がありました。

4/22 金

今日は次女が突然掃除道具と、たけのこご飯の材料を持って帰って
来ました。家中大掃除をしてくれて、家で取れたたけのこでご飯を炊い じゃんけんさいころ
てくれました。
をいただきました。
○県議団会議で県庁に
玉子焼き、蕨の卵と
○昼休みに、県議団3名で、近鉄奈良駅で核兵器廃絶署名を呼びか じ。肉団子の酢豚風。
けました。クロのスーツで新入社員のような若い女性がカンパ1000円 ごぼうと豆のてんぷ
くれました。27日から田中議員が国連に行く予定です。県庁の職員さ ら、金平ゴボウ
んからも書名が届いています。核兵器の廃絶は皆の願いです。

○20億不正融資事件 弁護団会議。
文書提出命令で出てきた文書をめぐって会議をしました。
夜夫を励ましに友人がやってきました。お酒を飲みながら語り合う学
生時代に戻ったようでした
とてもすがすがしい天気でした。新緑と、さわやかな風と、咲き誇る
花々
と。ならはなんと美しいところかとしみじみと思います
○朝から高田の総合庁舎、労働基準監督署を訪問。
労働相談が激増。不況によるところが大きいとのこと。自治体からも
職
員の給与引き下げの方法の問い合わせがあるとの事。

4/21 木

○午後から、橿原の社会福祉総合センター,大和平野土地改良事務
所、
万葉ミュージアム、農業技術センターを訪問しました。
○日曜版3部、民報2部増えました。
○河合診療所友の会。
○香芝市会議員選挙藤本みやこさんのご苦労さん会に出席。
皆で長生き節を踊りました。

チャーハン金平ゴボ
ウウインナソーセー
ジ、レタス、

素敵なエプロンを頂きました。ポケットがいっぱいあって、おなかの
周り
だけですが、炊事場ではこれで十分です。
紐を締めると気合が入る気がします。
今日はスケジュールなしの日、夕方から予定はあるものの朝はゆっく
り
との計画が、夫の送っての一言で変更に。
○県庁で、気になっていたロッカーの整理でもと朝から出掛けていき
まし
た。いらないものを処分して、経年的に整理して、画期的に整理がで
き
ました。

4/20 水

○生活相談、平群の事で問い合わせ、地元議員に連絡。
○教科書採択の事で問い合わせあり調査。
○民医連新聞の原稿
○高度化資金問題を国会でも取り上げてもらうように要請しました
○景勝地のことで調査、指定されると税金が無料に。
保存整備に補助が、受けられる場合がある。奈良県では9箇所。現在
大
和三山を申請との事。
○職場支部の会議に参加
○パチンコ問題の会議
今日は、休憩するよりも動いて良かったです。いろいろ気になってい
た
事がかたずいて気分爽快です。
夕べは、ハルのお父さんが出張のためハルと長女が、我が家にお
泊
りでした。ハルちゃんはヨーグルトを食べると、おいちいといいます。
保育所に送っていきました。

4/19 火

4/18 月

赤だし味噌チャーシュ
○名古屋に日帰りで行ってきました。弁護士さんにあって20億の関連 ー麺を食べました。
事
学生時代を過ごした
件相談に行ってきました。引き受けてもらえることを期待しています。 町ですが関西の薄味
に慣れていて、ちょっ
名古屋は、万博で、町に活気がありました。
と辛いように思いまし
電車の中で、本を1冊読みました。「すべては記憶に残るサービスのた た。
めに｣という題名で、ヘアサロンのオーナーの書いたものです。サービ
ス
とは何かとても面白く読めました。8時30分帰宅。さすがに疲れまし
た。
次女が昨夜遅く帰って来ました。来るたびにおなかが大きくなってい 明日香の神雛（ひもろ
ま
ぎ）で、夕食を頂きま
す。嫁ぎ先のお母さんがきれい好きで、掃除を教え込まれ家にいる頃 した。
は
考えられなかったのですが、きれいにお掃除をしてくれました。
家中がさっぱりして気持ちよく過ごせます。いくつになっても成長でき
る

ものと感心しています。
○橿原の県の関係施設に挨拶。日曜版が増えました。
○午後から、飛鳥で、共産党の学習会をしました。
第3回中央委員会の内容の議論をしました。憲法9条があるから日
本
が信頼されていること。世界の武器の廃絶でも日本が議長をするの
は
憲法9条があることで世界の信頼が寄せられていることなど。
改憲をしようとする人たちは、いろいろやってくるけれど今回を逃せ
ば
今後チャンスはないと思っている。これをストップさせれば小泉内閣の
存
亡に関わってくる事など。
憲法を守る草の根の運動を広げたいと思います
ページトップへ
○生活相談---ペットのこと。パチンコ店の事。
○馬見丘陵古墳群埋葬者慰霊祭が、ばくや古墳で行なわれて参列し
ま
した。古文化会で、毎年行なっているとの事でした。
１人暮らしの方が倒れた時の対応について、高齢者が増えてきてい
る
から考えないといけないという話が出ていました。
○奈良９条の会に参加。
「世界がもし１００人の村だったら」の著者池田香代子さんの話、笑顔
で
自分の言葉で５人の人に伝えましょうというのは大賛成です。
私たちは非力ではありません微力です。だからたくさんの力を合わ
せ
る事が大事です静かな語り口でしたがずしんと来るものがありまし
た。

4/17 日

4/16 土

小森陽一さんは、東京大学の教授で、９条の会の事務局をされてい
て
話が良く分かりました。アメリカとイギリスがなぜイラク戦争を始めた
か。
イラクが大量破壊兵器を持っているからというまったくうその理由でし
た
が、国連憲章の51条を、拡大解釈して、武力攻撃が行なわれる事が、
予測される場合は軍事行為を行なっても良いとの考えではじめたので
す。
アメリカ単独では、イラクからミサイルをアメリカまで飛ばす事は宇宙 世界がもし１００人
空
の村だったら
間弾道ミサイルの技術を持っていないからできない。そのためにお隣
の
池田香代子さんの
イギリス（日本の地図から考えるとぴんとこないのですが、地球儀で 本をもう一度読み直し
考
ました。
えるとアメリカとイギリスはお隣です）を巻き込んで同盟国として戦争
を
開始。
目的は中東の石油があと60年で枯渇。そのときカスピ海などの油田
の石油を運び出すには、パイプラインをイラクなどを通すす必要があ
る。
小泉総理は軍事産業にすぐ転換可能な大企業の要請を受けて自衛
隊
派兵を実施。しかし、日本には憲法９条があり、一切の戦争を放棄し
て
いる。
国連の平和の秩序は憲法９条の下に成り立っている。憲法を守る責
任
は、政府や、公務員や国会議員など、国民は主権者として守れという
声
を上げなくてはならない。９条のおかげで戦後の日本の発展が合った
し、ゼネコンも儲ける事ができた。そんな事のために大事な憲法を変
え
てはならないというのはとても説得力がありました。
朝からおにぎりを持って、竹取公園に散歩と朝食。１時間ほどでした
が
気持ちのいいスタートとなりました。
こいのぼりを出して、家の掃除。洗濯。今まで掃除は夫の仕事でし
た

が、忙しくなり、家の中が散らかっているのも。ストレスの原因です。
家事仕事は、気分転換にとてもいいものです。
○生活相談、池の工事の事。
○みっちゃんファンクラブ。第３回、みっちゃんの県政よもやま話と、広
陵
町の古墳文化財めぐり、今回は、牧野古墳の現地説明と与楽寺の体
内
菩薩について、広陵古文化会の坂野平一郎会長からお話を伺いまし
た。
横穴式の古墳の中で説明を受けたあと、公園で花の下で説明会。
私
もできたてのニュースで県政報告をしました。
松野悦子議員も議会報告。とても贅沢なひと時を過ごしました。
ファンクラブ役員会,引退される方と,新たに引き受けていただける方
の
後退を確認しました。

古墳公園のところで
桜をバックに講演会.
とてもおしゃれな企画
でした。
話も最初から古墳を
掘り出した生の話だ
けにわくわくする話で
した。

久しぶりに、夫が夕方帰宅。映画を見てきました。
コンスタンチン、主演キアヌリーブス。いつも寝てしまうのが寝ないで
見
たのですが、良く分かりません。タバコはよくないことは分かりました。
○朝から桜井に、桜井の市会議員予定候補の吉田さんと県の出先機
関
と市役所に挨拶と新聞のお願いにいって来ました。
桜井は、大学を出て初めて奈良に来た時に住民になったところで私
の
好きな町です。
いろいろな方にお会いできてさまざまな問題にちょっと触れることが
で
きなかなか面白い活動です。福祉では国のやり方に対する不満が。
4/15 金

○産廃センターは５台の車が、出払って忙しそうでした。
○農業大学では今年から新たなコースを作って募集、応募が多かっ
たと
のこと。
○帰りに橿原に寄って、県道の不法占拠の現場を見てきました。
以前申し入れたこともあり、囲みのフェンスがありましたが、違法建
築
の建物とその駐車場は確保した形で囲ってありました。
○あすのみっちゃんファンクラブのお誘いをしました。
ちょっと疲れ気味、1日何もない日が欲しくなってきました。
朝起きたら、朝ごはんができていました。お弁当はお休みです。
○ペット問題が気になって、インターネットを見ていたら，舟橋市議の
石
川さんの公団団地の問題が出ていました。
さっそく連絡。自治会長さんを紹介いただき、ペットに関して何か動
き
があるか訪ねました。特にないとの事です。

4/14 木

建て替え計画でペット専用の棟を約束していたのが、まだできてい
な
いとの事。1番大事な事は、ルールーを守って飼う事の住民合意では
な
いかとの事でした。ここでも団地の外の人がペットを連れ込み散歩な
どを
していろいろ問題があるようです。
最近のマンションでは、ペットはエレベーターに乗せない、などの規
約
があり、自然と１，2階はペットの人そこから上はペットを飼っていない
人
に別れているとの事。ペットが一匹もいない団地のほうが不自然です
と、の意見でした。
○あまりいい天気なので布団を干して掃除をしました。
たまっていたクリーニングを、出しに行って会議に参加。
○午後からは友の会の3役会議に出席しました。
娘が職場会議に参加のため、ハルちゃんをお風呂に入れました。
3年の実務経験で介護福祉士の国家試験に合格。少し時給も上がり、
やる気になってきています。

ハルに大人気のお
化けの金太。
熊本の民芸品です。
ベーベーといって欲し
がります。

4/13 水

朝起きたら夫が朝ごはんを用意してくれていました。
おやすみです
リサイクルごみの日、ビンの口にあるプラスチックのふたを取るのが
大
変です、
○高田土木に、パチンコの開発申請に伴う、現地確認のことで話を聞
き
に行きました。県で聞いたら土木といい、土木で聞いたら県と言い。で
も、盛り土の崩れや、30度以上の傾斜の実態も見ないで認められたら
困ります。現場を良く見るように申し入れました。
○県、国の機関の挨拶と赤旗進め。、
○大和高田社会保険事務所。
○地場産業振興センター。
2月から土日も使えるようになったとの事です。要望がかないまし
た。
各産業別組合、繊維、酒、ハローワーク求人が０．５８．人人であふれ
て
いました。
○子供家庭支援センター
○高田土木
○青垣園
日刊紙1部、日曜版4部、民報2部
○ニュースの原稿チェック
○新日本婦人の会班ニュース作成
○高校の同窓会の事で、℡あり
朝から雨、ハルちゃんを保育所に送っていきました。先生におばあち
ゃ
んときたの。頭大丈夫と聞かれて、やっぱりおばあちゃんなんだと自
覚。
他の呼び方はないものでしょうか？
○河合町の定林寺の仏像を中馬議員と見に行ってきました。
古いお寺で管理できないところの文化財の管理は、大きな問題です。

4/12 火
○県にパチンコ問題で申し入れ。
建築課、廃棄物対策課、文化財保存課。
○公団のペット問題、動物愛護条例の事で県に相談。住宅課にも相
談。
○民医連より、新聞の原稿の依頼あり「福祉医療について」

4/11 月

しゃけ、玉子焼き
みーとぼーる、しゅう
まい、なすとピーマン
の味噌いため。わか
めときゅうりの酢の物

○支援費制度と介護保険の併用問題で、障害福祉課に確認。
重度障害者特別支援制度は、変わっていないとの事。必要性を自治
体
が認めるかどうかとのこと、実態を良く協議するように連絡、
○生活保護について
今日はあっというまに過ぎていきました。赤旗が1部増えました。
きのうとは、変わって寒い1日でした。朝から県庁に
○池の工事の事、日誌の2重になっていた問題は、業者の担当が入
院
中で理由が不明とのこと。
○生活環境部に廃止事業と、新規事業の資料請求。
○国道25号昭和橋の右折レーンの設置で渋滞解消になったとの新聞
報道の内容を確認。
うなぎ、玉子焼き、
○生活相談---軍人恩給の件、すでになくなっており、事実の確認が わかめときゅうりの酢
困
の物。焼きなす、トマ
難、遺書を戦地から預かり、渡せずに持っていたが県の担当課に遺 ト
族
に渡せるか調査を依頼。
○パチンコ問題。残土処理問題で調査を依頼。
○県議団会議
○難病疾患センターの資料が小池晃参議院議員事務所から届き、関
係
者に郵送。
○大型店問題、ダイエー撤退問題で会議。
○公団のペット問題で直接意見を聞いて欲しいとの事で、訪問。
11人が集まりさまざまな意見が出ました。
家に帰ったのが10時30分お疲れ様でした

4/10 日

4/9 土

4/8 金

ページトップへ
天気予報では雨との事でしたが、1日いいてんきでした。
○あさからウォーキングをかねて、ファンクラブのビラまき。
○自治会総会は夫にたのんで、京、奈、和自動車道路シンポジウム
に
奈良まで。お花見で車が混む事が予測されたため、法隆寺から電車
で
奈良に。15分でつきます。
吉川春子参議院議員も来てシンポジウム。国土交通省が、いかに
報
告をごまかしてきたか良く分かりました。私もフロア発言.。
地元の広陵後援会のお花見に間に合うようにとんぼ返り。電車で4人
の
外人の人から王寺駅は、何処で降りたらいいかたずねられました。
とても気さくで楽しいひと時でした。
大和は桜満開花盛
り、写真を撮り忘れま
○花見に間に合い、おなかがペコペコでおにぎりや、おすしだんごな した、想像
ど、
にまかせます
ぱくついていたら、今井さん何も食べていない人みたいと笑われまし
た
が、とてもおいしかったです。
○河合診療所の歌声喫茶に参加。84歳の方がすばらしい歌を披露し
て
くれました。とても楽しいひと時でした。長生きぶしを踊りました。
○婦人部の会議に参加
家に電話をしてびっくり、ハルが、ベランダでこけて頭を切って三室
病
院でひと針縫ってもっらったとのこと。
大急ぎで返ったら元気元気、むすめの話では、動き回る脳のスイッ
チ
が入ったといっていましたが、これからますますめがはなせなくなりま
す。
今日は快晴、お日様マークをいっぱい書きたいほどの日和でした。
○朝から、お花見弁当を作り、みっちゃんファンクラブのちらしを配布、
声
を掛けていたら終わらず又、続きです。
○新婦人の会で，桜のお寺で有名な長福寺にお花見に行きました。
図書館で長福寺の桜の展示会、写真、俳句、造花、染物などの展示
会を開催していました。その中で気に入った俳句を見つけました。
----見るもよし、見ざるもよし、われは咲くなり。
ヤエ桜はまだですが、垣根の桜は満開で人も少なく、お弁当を食べ
て
楽しいひと時を過ごしました、
○県委員会総会に参加。憲法を守る草の根の運動を広げましょう。
○高校の同窓会の連絡
桜があちこちで満開です。
○朝から北葛だよりの原稿をかきました。書きたい事だらけで紙面に
限
りがあり大変です。
○若いお母さんの子育て懇談会を開く計画の相談あり
○生活相談。公団のペット問題、関係者の方から直接話を聞いて欲し
い
との事、日程を約束。

おにぎり、玉子焼
き、鶏肉のゴマ焼き、
高野豆腐。人参こん
にゃくしいたけ，ふき
の煮物、たくあん

カツどん弁当、ほうれ
ん草と人参のお浸し。
たくわん

○老人保健施設の件、話し合いができないとの事。
○池の工事の件，県に連絡、月曜日に返事を聞きたいと伝える。
○河合町パチンコ問題で、現地調査。くぼ地だったところに土砂が埋
め
立てられて、4メートルくらいの高さに。底からだと6メートル埋め立てら
れ
ている.，擁壁もなく水路に圧がかかる心配からか、ツッパリがされて
い
る。役場に農地転用の手続きなどどうなっているか確認、15年の7月 パチンコ予定地に
に
積まれた土砂。
届けが出ているとの事。水路は町管理、道は個人の所有
高く詰まれた土砂の一部が崩れ落ちて、水路のふたのところまで来
て
おり、きちんとするように要望。
河合はわざわざパチンコ規制条例を撤廃してパチンコ店が出店、今
回

4/7 木

のはその真向かいの2件目ができようとするもの、住民からもこれ以
上
いらないとの声が寄せられています
☆☆☆ホームぺージのアクセスがついに10000件を超えました。
つたない内容を見ていただいている方に感謝です。
もしよければお祝いメールをお寄せ下さい。
○生活相談恩給の件、池の工事の件、警察の対応の件
○中辻議員のお父さんがなくなられて、法隆寺のビジネスホテルでの
葬
儀に参列しました、以前県会議員をされていたとの事で大勢が参列し
て
いました。祭壇に、写真の変わりに家族との思い出の映像が映し出さ
れ
ていました。生前良く歌っていた出船の曲が会場に流されていまし
た。

玉子焼き、ほうれん
草のお浸し、牛肉とは
くさいのに物、マカロ
ニサラダ、焼き魚

急に暖かくなったせいか、頭痛がして会議を休み少し寝たら直りまし
た。
家族の生活サイクルが変わってきて睡眠不足のようです。身体は正
直
です。
○20億の不正融資事件裁判第10回公判が開かれました。
文書提出命令に基づいてハイミール側は、提出済み。県側は、一部
訂
正があり明日に提出との事。
出てきた文書を元に次回は7月6日10時から第11回公判です。
弁護団の意見では、文書提出命令が出た事はその点で全面勝利と
の
事．どんな中味か楽しみです。

4/6 水

○ならテレビ新庁舎完成のレセプション。三井アーバンホテルにて。
以
前県庁におられた弓場社長が、はかまをはいて日本舞踊を踊ってい
まし
た。
○河合の支部会議、パチンコ問題、まちづくりについて
夕方ハルちゃんを連れて郵便物を出しに散歩。公園でシーソーに乗
せ
たら初めてで緊張していました。

玉子焼き、ごぼうサラ
ダ付記人参しいたけ
たこかまぼこの煮物、
ぶりの照り焼き金平
ゴボウプチトマトちく
わのきゅうり詰め

○パチンコ問題懇談
○生活相談 母子寮入所の件、近代病院の入院の件大阪府議員の
小
谷みすずさんより相談がありました。

4/5 火

あと10人で10000人のカウントです。10000人目の方には、ホームペ
ー
ジを印刷して送っていただければ、何か良い物差し上げます。
今日はとても暖かくて朝から布団を干しました。新婦人の会員さんか
ら
お友達が班に入りたいとの電話を頂きました。にぎやかになるのはう
れ
しい事です。
ハルちゃんの、新しい保育所の入園式に行ってきました。
式の間にウンチを漏らし、お母さんのズボンにちょっとついてしまいま
し
つくしを、もらったの
た.運がつき、いいことがあるでしょう。
で卵とじを作ってみま
○生活相談、家の横に施設が立ち日照のことなどで以前から相談.を した。
う
けていましたが、現場に行く約束をやっと実行しました。
これはお互いに良く話し合い。何処まで合意できるかだと思います。
いろいろ伺って、最後に大切な巻物を見せていただきました。
その方のお父さんが戦争に行く前に4人の子供に書いた教えでし
た。

戦死されたので末っ子だったその方は、お父さんの事をまったく知ら
な
いのですが、これまでずーとその教えを忘れずに生きてきたと教えて
く
れました。
お父さんがどんな思い出これを書かれたのかと思うと涙が出てきま
し
た。

4/4 月

○県庁で、人事異動された方に赤旗の勧めに田中議員とまわりまし
た.
5月2日から、国連で核拡散防止条約の会議が開かれます。
田中さんが、ニューヨークまで持っていく署名をお願いしました。
○生活相談、特許の事、ペットの事、難病の事。薬を盗まれたこと
今日はとても寒い日でした。
○県議団会議で県庁に
事務局の新しく来られた方が、挨拶に来てくれましたが、覚えるのが
大変です。
○平城遷都1300年の担当課が引っ越したところを訪問
○高の原にある住宅都市整備公団、都市再生機構に名称変更したと
こ
ろに訪問。ペット問題を聞きに行ってきました。公団では空き部屋対策
と
してペット問題を重視。関西支局から対策を進めるようにとの連絡が
来
て、現在取り組んでいるとの事。公団自体が住民から,ペットの飼育が
禁
止されているのに管理をしないと訴えられたとのこと。
奈良県で2件ペットの苦情が寄せられたところを公団側が訴えた例が
あ
るとの事。もともと禁止されているところ。今回は苦情のあったところ
を、
調査確認の上で一定期間を定めて改善を求めてきた。
100件ほどに通知,うち30件ぐらいがペットを公団外に出したり、引っ
越
したりしているとの事。改善の方向で事情があれば、相談に応じる。
条
件として3点、①、家賃滞納がないこと。②、一定のめどを明らかにす
る
事、3、誓約書を提出する事。
相談を寄せていただいた方に、上記内容を伝えました

煮豆、玉子焼き、しゅ
うまい小魚フライ、白
菜と豚肉の煮物ほう
れん草のお浸し,キャ
ラ
ブキ、梅干

生活相談---池の工事の件、自治会の件

4/3 日

4/2 土

ページトップへ
○浜松のコンコルドホテルで、ひろみさんを偲ぶ会が開かれ、母と参
加
しました。
4月1日駿河湾で散骨が、行なわれて地球に戻ったと報告されまし
た。
全国からたくさんの人が参加されてひろみちゃんがそれぞれの時代
に
一緒に過ごした人が。思い出を語ってくれました。私も従兄弟を代表し
て
挨拶をさせていただきました。高校時代磐田南高校のマドンナだった
紫花大根のはな
こ
となど紹介されました。
しなやかに凛として生きてきた姿が伝わりました。子供たちが母のよ
う
にみんなから尊敬されるような人間になりたいと自分の言葉で語り安
心
しました。ピアノの演奏、ケーナ、紫大根の紙芝居。詩人会議の人た
ち
による詩の構成劇。詩集「父からのバトン」は、平和のメッセージをしっ
か
詩人会議の方の朗読
り伝えていると思いました。
○奈良に戻ったのが8時、みっちゃんファンクラブに顔を出しました。
4月16日ばくや古墳のお話を聞くことになりました。
○生活相談
片岡台公団で、ペットの飼育に対し、都市再生機構から動物の飼育
禁
止についての通知が届いているとの事。昨日のなら新聞にそのことが

載
っており内容は知っていたが具体的に相談として寄せられた。
これはとても難しい問題で規則からすれば違反状態が続いていた事
に
なる。嫌な人からすれば我慢できない事が多い。
飼っている人からすればすぐ処分といわれてもできない。どこかに行
く
にも行く場所がない。私にできることは都市再生機構に事情を聞く事
布団のハギレでつくっ
を
たふくろうが並んでい
約束する。
最近はペットを飼えるマンションなども増えている。1番いいのはかい ます
主
が、マナーを守って住民合意ができること。また団地の中でペットを飼
え
る場所を分けてすみわけができればいいと思うがそれも困難なこと。
ど
なたかいい方法があったらアドバイスをしてください。
○パソコンが動きが悪くなり整備してもらいました。
○新聞配達
明日、仲村ひろみさんをしのぶ会があるため静岡に帰省。
近鉄特急中川で乗換えをぐっすり寝てしまって伊勢まで行ってしまい
ました。代金を請求されるかと思ったら車掌さんがスタンプを押して乗
り
継ぎ、時間まで教えてくれてとても親切で、ほっとしました。

4/1 金

今日から夫が新しい職場に行きはじめです。
花粉が多くて鼻づまりで苦労します。
○赤旗拡大、3部日曜版が増えました。
いろいろなものづくりが、身近にあるのにびっくりしました。
子供の難病の費用が今月からかかるとの事大変です。
○消費税導入17年という事で、王寺駅で、消費税に反対する各界連
絡会の宣伝に参加しました。1時間で106人の署名が集まりました。
○赤旗の集金。

行きは元気に出発、
帰りはお疲れでし
た。肩の力を抜いて
頑張りましょう
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おもちゃ箱

日土金木水火月

