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1/31 火

○資料整理国民保護法を調査
○ニチアス王寺工場訪問
○たつみや製作所にどのような内容の仕事を出していたのか。
確認に行ってきました。アスベスト含有量が５＾３０％のものまで発注 魚の照り焼き玉子焼
していたようです。検診の結果も伺いました。
き。野菜炒め焼き鳥、
○２０億問題
プチトマト
○上牧町障害者支援費制度問題１００条委員会傍聴
○弁護士さんと、被害者の方とのアスベスト問題懇談会に参加しまし
た

1/30 月

○県議団会議
介護保険の新たな内容の調査、学習
○NPOの調査
○障害者の支援費制度の不正問題
上牧町以外のエリアを確認、王寺。河合。上牧。広陵。三郷。斑鳩で
あるが、上牧以外のところでは不正事実の確認はなされていなかっ
たとのこと。
オムレツ、マカロニサ
ラダ、から揚げ、ごぼう
○福岡の県議団と連絡、高度化資金問題
とちくわのピりからに
デジカメをとりに昼休みももちゃんに会いに行きました。
えびチリ、ひじきふりか
人見知りが始まって抱っこしたら大泣きされました。
け

デジカメを娘の家に忘
れてきました
1/29 日

快晴の暖かな日曜日でした
ももちゃんのお雛様を届けに行ってきました。次女だったため自分
のお雛様がなかったのでいつもお雛様がほしいといっていた娘が大
喜びしてくれました。
○葛城北民主商工会婦人部総会に参加。
女性が集まると、税金のこと、暮らしのこと、医療のこと。いっぱいで
す
ページトップへ

1/28 土

1/27 金

1/26 木

○新婦人スイトピー班会議。
○奈良県少年補導条例を読みました。
今ある法律や、常識の範囲でわかることを条例にする必要があるの
か。子供が昔、友達のバイクを借りて乗っていたところを警察に連れ
て行かれて、びっくりして行ったが渡せないと言われた。誰から借りた
か最後まで黙っていたため。不良行為を取り締まり対称にするのは
窮屈になる。などなど。太極拳も教えてもらいました。体中がぽかぽ
かです。
○宣伝、ショッピング前など１０箇所
○指定管理者問題で、大淀町清水議員と吉野学園に行って着まし
た。 障害者の支援費、今後自立支援報になることで
施設の収入がダウンしていく。これまでは正月など家族とできるだけ
交流してもらおうと外泊をさせていたが、こんどからは外泊した日にち
分マイナスされていくことになりやりにくい。
特養も持っているため、介護保険についても聞いてきました。
負担金滞納の問題。入院が必要なのに。付き添いを求められるそれ
ができないと入院させてもらえない。などいろいろ実情を聞かせてい
ただきました。
○アスベスト問題、関係者の方へお誘い。
部屋の片付け
今日は暖かな１日でした。午前中美容院に行ってきました。
○県議会に、県の交通安全対策の計画案ができパブリックコメントを
するとの報告がありました。ただし、予算の裏づけがなく理念だけを
並びたてているような印象を受けました。
○弁護士さんとの打ち合わせ。

今日のお昼はそば飯
を食べました。上に紅
しょうがを刻んでかけ
るともっとおいしくなり
ます

○奈良県少年補導条例についての学習会，県議団主催で開かれま
した。大勢参加してくれました。
不登校の子が閉じこもりから、外出できるように支援しているがこの
条例では外に出るなと言うことになってしまう。
奈良県の条例だが、修学旅行で夜、買い物をしている子供も取り締ま
られるのか。全国の問題になっていく。
条例の名前だけ見るといいことのように歓迎されそうだが、内容を
知ったら大変なこと。ストップさせなくてはいけない。
帰り道の角々にお年寄りが立ってくれるようになったが、うちの子は
人見知りが激しく。声をかけてもらうと怖がって学校に行くのを嫌がる
子供をどう守るのか、地域、学校。家庭の温かい連携が必要。その取
り組みと一緒に進めなくてはいけない。
地域に学童がなく、運動してやっと自治体の計画までこぎつけたが県
の予算では年間３施設しか認めないとのこと。親は心配。
子供の権利にかかわる重大問題。もっと県民に知らせていくことが必
要、などなどいろいろ活発な意見が出ました。
○奈良市内の硫化水素問題

1/25 水

1/24 火

○議会運営委員会
○なら県議会定数検討委員会
○２０億問題調査
○入院問題、どこも受け入れがなく大変です。精神と,内科の患者さん
○弁護団会議
○河合支部会議参加
他人丼、白菜の漬物、
○商工会館で一刀彫のお雛様を見ていたら、人のよさそうなかわい ちくわのから揚げ、ささ
いお雛様と目と目が合い、思わず買ってしまいました。
みとピーマンの寄せ上
げ、プチトマト
帰省
母と久しぶりに外食し
ホリエモン逮捕のことが連日報道されていました
ました
○生活相談・・・精神と内科の両方の治療を必要とする入院について

○政府交渉国土交通省。文部科学省
○京奈和自動車道路問題。渋滞はなかったという住民の調査に対し
て１月１０日の調査では渋滞が認められたとする内容を国が主張して
いました。地下水と木管の関係についてユネスコ世界遺産委員会へ
の返事を取りまとめているとのことです。
1/23 月

平城遷都１３００年、平城京の使用について。文化庁としてもなら公園
の使用など提案していることがわかりました
靖国神社の遊就館を見てきました。日本が戦争を始めた正当性をさ
まざまな展示物で見せていました。明治５年に靖国神社が建てられ。
その年に徴兵制ができています。
アメリカや、中国などの人が見たらどう思うでしょうか
遊就館
文部科学省の玄関に
合ったさざれ石
国土交通省交渉

1/22 日

○巣山古墳の現地説明会に行ってきました。
家から歩いて１０分ぐらいのところです。６次現地調査で新たな石積
みが発見されました。
古墳の周りの堀がリフォームされていることがわかりました。古墳の
上部の池が２年前の現地調査で小鳥の埴輪が見つかるなど池があ
ったのですが、当時は水にかかる祭りごとをする場所と思われていま
したが、今回の発掘で永遠不滅の聖なる場所という考え方が古代人
の中にあったと言うことです。考古学はロマンいっぱいです。遠くから
大勢の方が参加していました
○新春の集い。イカルがホールで山下よしきさんの講演がありまし
た。県議選の候補者紹介のとき会場の一番後ろの高いところからバ
ーバと両手を振ってかわいい声が聞こえました。ハルちゃんでした。
会場からくすくすと笑い声。何よりの応援でした、がんばります。
○新婦人の班ニュース作成
明日は政府交渉のため東京に行ってきます。

現地説明会、並んで現
場に行くところ、肝心
の石積みを写そうと思
ったらデジカメの電池
切れで残念でした
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1/21 土

1/20 金

1/19 木

1/18 水

1/17 火

1/16 月

○２０億調査依頼
帯解寺に安産の祈祷に行ってきました。ちょうど犬の日と言うことで
大勢の人が来ていました。
○生活相談・・・経済的理由で進学をあきらめようとしているとのこと。
通信や、夜間など勉強する方法がいくらでもあることを話す。親子で
話しにくくなっていて訪問して話し合い
自分の人生だから、いろいろ調べて見ることの必要性を伝える。先生
に相談してみるとのこと。
○広陵町教育長。広陵中学、真美中。に県の少年補導条例の問題で
申し入れ
○県庁に調査
○生活相談・・・地域対策協議会の意見具申で部落開放運動団体に
よる糾弾等のやり方ではなく自由に意見交換できるやり方と言われて
いるのに、県民にそのことが知らされていない。
○王寺町後援会新年会
○河合診療所友の会新年会
終末医療。在宅で最期を看取ること。家族や孫の見守る中で息を引
き取り。孫によって化粧もしてもらう。初めて体験した医者や、看護士
はとても新鮮だった。病院では最後の清拭など家族に部屋から出て
もらう。２４時間の在宅を受けられるところがなかなかないとのこと。精
神疾患や．痴呆、覚せい剤などで内科疾患などが主な場合、付き添
いをつけないと入院させてもらえない。付き添い費に１００万円かかっ
た事例などがあった。
○アスベストの健康管理手帳を受けることになったが、車椅子でない
と外出できない人の通院公共交通しか認めてもらえない。指定医療
機関しか医療費が免除してもらえない。介護タクシーで天理に行って
いるがすべて自己負担何とかならないかなど
○北葛城郡消防団出初式。王寺町県民グラウンドにて
少し小雪がちらついて寒い日でした。団員の皆さんご苦労様です
○弁護団会議
○軍事費削って暮らしと福祉教育の充実を実行委員会の県交渉参
加
介護保険の３次計画の説明を受けました。
○２４回党大会報告会に参加。
出初式で柿の葉ずしをいただきました。お昼の弁当と重なったのでハ
ルちゃんの好物でもって帰りました。
早速両手でひとつずつもち、私の分がないのにきがついて、ハルちゃ
んくれるのというと。まだ食べていない葉っぱに包まれたのはぎゅっと
握って渡してくれません。自分の食べかけのものをくれました。大きい
とちいさいがわかっていて感心します。
○五位堂駅前早朝宣伝
久しぶりの五位堂駅でしたがマイクの音が出ず。ニュースを配布し
ました。寒くて手がかじかんでパラがなかなかうまく取れないのでじ
が、ご苦労様と声をかけてもらうとよかったという気になります。
○２０億のまとめ
○アスベスト対策会議
○生活相談・・・ビラを見た人からアスベストの影響はないのかとの電
話が入りました。
阪神大震災から１１年です。復元力とまだ背負ったままの人と同じ災
害でもそれぞれに違います。お亡くなりになった方にご冥福を祈りま
す。
ホームページの原稿作成
○生活相談・・・議員定数の考え方について学習
河合町キャラバン宣伝、中馬議員と１１箇所 宣伝をするといろいろな
方に出会えてこちらも元気になってきました。
途中で河合の議員がビラをまいているところに出会う、補導条例のこ
との学習会を知らせる
○教育長に奈良県青年補導条例のことで申し入れ
○畠田の地下道水つきの問題王寺町に町会議員から申し入れ現地
に行ってきたとのこと
○なら民報原稿
○県議団会議。田中美智子議員が２４回党大会に参加。報告を聞き
ました。キーワードは社会的連帯。若者から高齢の人まで泣いて笑っ
てエネルギーをいっぱいもらってきたようです。
○農業問題調査、４ヘクタール以上を国の新たな政策の対象ですが
奈良県で何軒いるのか調査したところ書く定数は不明ですが２０件く
らいとのこと。ただし国の政策でそれ以下でも。また集団で行う場合も
対象にするとのことで１８年に対象農家を調査するとのこと
○学校給食に地産地消の実施率を調査。奈良県は東京大阪につい
でワースト３．何とかしたいものです
○ごみの有料化問題、自治体が住民から料金を取れるのは特定の

お休みです

とても芸術的に撮れま
した
しゃけ．玉子焼きえび
フライ、にんじんのちく
わの煮物
水なの辛し和え。イチ
ゴ

玉子焼き、とりももの
照り焼き、青梗菜しい
たけの炒め物。金平ゴ
ボウ。いちご

出初式です

今日はかす汁にしまし
た

中馬議員と、マイクを
持っているのが私です

玉子焼き、ピーマン肉
詰め、鳥のから揚げ。
煮物ちくわ、こんにゃ
く、高野豆腐。しいたけ
にんじん絹さや

利益を得る場合でごみ処理と言う全住民対象のサービスに有料はで 水なの辛し和え
きないと言う意見をいただきました。環境省でも有料化になるとごみ ひじき、白菜の漬物、
が減ると発表していたグラフを撤回するとのことです。なら県でも各地 じゃこごま
で具体化される中で興味深いところです
○介護保険の見込み数について
○福祉医療について
○２０億問題について
○生活保護について
○２０億事務局会議
久々に県庁に行くと仕事がいっぱいです

1/15 日

今日はスケジュールを入れずに気になっていた片づけをしました
片付けのたびに使わないものがたくさんあることにびっくりします。テ
レビで収納のことをやっていたのを見ましたが，自分で棚を作ってで
きたらいいなと思います。それでも使わないものを思い切ってゴミ袋に
詰めたら７割ぐらいは片付いたかなと言う感じです。
民報の原稿依頼が来ましたが明日にします。
農業政策の調査依頼これも明日です

1/14 土

王寺町キャラバン宣伝。幡野、金田議員と１０箇所で宣伝しました
畠田駅前の線路下の通路に水がたまっていて、お母さんと子供が通
るのに困っていました
水がたまった地下道
２０億問題弁護士さんと打ち合わせ。海外旅行のように荷物を持っ
て．資料を持っていきましたが。ポイントを絞っていくやり方はさすが
です
少し時間が空いたため、ももちゃんに会いに行ってきました。ニコニコ
と元気そうでした。髪の毛が少し伸びてきて
つめで顔をかくため手袋をはめていました。

お昼にご飯が少しに中
華そばが１玉、キャベ
ツとミンチをいためて
お好み焼きのソースで
仕上げそばめしをつく
りました。結構いけま
す
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王寺駅で赤いコートが
私です

1/13 金

広陵町支部長と赤旗拡大．ずいぶん前の読者が多い。２部増えまし
た。
９７歳と９６歳の老夫婦にもお会いできました。
買い物は宅配で。この年になれば家族があれば何もいりません。あ
なたも私の年まで生きようと思えば。まだずいぶん長いですよ。と重
みのある言葉をかけていただきました。せいかつ相談あり、生活保護
について
資料整理
党大会の報告を読了
ごみ有料化問題で連絡あり

1/12 木

共産党大会の成功のために大運動で赤旗拡大をしました。広陵町支
部の人と回って５部増えました
年金が下がった、１２月から仕事がひとつも入ってこない。
とどこも大変です。いつまでもこんな政治で歯だめと言う声も．憲法改
正ではお年寄りのご夫婦が、あんな目にあったのに絶対繰り返して
はいけないと赤旗をとってくれました。
２０億問題調査
ハルちゃんの保育所お迎え。年末からずっと休んでいたので心配して
いましたがお友達と一生懸命遊んでいたようです
後援会新年会
借家を出てほしいといわれてみな困っているとのこと

1/11 水

1/10 火

今日から第２４回党大会です。イランが濃縮ウラン開始のニュース。こ
れ以上戦争はごめんです
久しぶりに大阪に出掛けました。バーゲンがあちこちで。何か買おう
かと思いましたがダイエットを先にするほうがよさそうです
奈良市の救急で他府県まで運ばれたと苦情の相談あり
２０億事務局会議うちあわせ
弁護団会議に向けて２０億のまとめ
弁護団会議

玉子焼き、小松菜とあ
げの炊き合わせ、ピー
マン肉詰め、いかのバ
ターいため。しいたけ
とピーマンの炒め物、
プチトマト、なめたけ

玉子焼き、ほうれん草
胡麻和え、野菜炒め。
しゃけプチトマト。みか
ん。梅干、じゃこごま
新鮮なさばがあったの
でとろろ汁を作りまし
た
長芋をおろしてさばで
だしをとったお味噌汁
でときます。それをご
飯にかけてできあがり
玉子焼き。おでん
ぶりの照り焼き、プチ
トマト

今日からハルちゃんは保育所です。口の周りに湿疹ができてあと２日
くらいはお休みとのこと

1/9

月

1/8

日

９時半ころかえって食事の支度をしていたら寝たはずのハルちゃんが
おきてきて、家族からもっと静かにと苦情の嵐。抱っこして絵本を読ん
でやっと寝ました。
○成人の日、広陵町の成人式に参加しました。
最前列に一見やんちゃそうな青年が並んで、来賓が挨拶をするた
びにありがとうございますなど返事を返してきます。
最後の20歳の誓いでは、ずっこけまで計算尽くされた見事な演出で
した。今日の成人の日を迎えられたのもお母さんのおかげです。など
ジンとくることもいいながら、だから僕はマザコンです。とこれまでの型
を破ったユニークで新鮮なものでした。知り合いの娘さんも新成人。う
れしいものです。
○成人式宣伝、
○20億問題のまとめ
○広陵町出初式とても寒い日でした。挨拶をさせていただきました。
豚汁を出していただきました。暖かくて、おいしくて最高です。
○自治会とんど焼き、ぜんざいがもう終わってしまって残念でした。
○上牧町支部新年会、長生き節とソーラン節を歌いました。
○広陵町支部新年会。甘酒をいただきました。
○自治会役員新年会
１日中食べてばかりでした。
ページトップへ

1/7

土

1/6

金

1/5

木

1/4

水

○20億のまとめ
時々粉雪が降る寒い１日でした。
○自交総連・奈労連の新年旗開きに参加。挨拶をさせていただきまし
た。
白鳥ビルの３階大会議室。トイレも近代的に改装したとのことでちょ
っとお借りしました。便座が暖房になっていました。
自交総連ができて30年とのこと歴史の重みを感じます。
○県委員会総会
○民医連理事会に参加
ハルと夫が紙おむつを買いに出掛けて大きなおもちゃのバスを抱え
て帰ってきました。おもちゃ売り場でハルが持って放さなかったとのこ
とです。二人の様子を想像するだけでおかしくなります。

湯たんぽを倉庫から
出してきました。
朝まで暖かく、暖房
器具のように乾燥もな
く優れものです。
バスタオルに包んで
風呂敷でしっかり結ん
で出来上がり。

家の掃除と洗濯。娘を歯医者に連れて行く
美容院に、やっとすっきりしました。
夕方産婦人科の予約で娘をハルと一緒に送って行く
38度の高熱があり、風邪かと心配していましたが、歯のほうから来て
いるようです。おなかの赤ちゃんは順調とのこと。
すれ違うバス、トラックに大喜び
○生活相談・・・高校の入学金貸付制度について
柿のはずしを買ってき
○20億問題まとめ
てくれました
○県庁の出勤にあわせて８時から県庁前宣伝。
憲法が還暦を向かえ世界から注目されていることを訴えました。お
正月時間に慣れてしまい起きられるか心配だったが、夫が時間を知 こっからで焼きたてぱ
んを買いました
らせてくれて間に合いました。
○県議団会議 今年も課題がいっぱいです
○中南和地区委員会常任会議 今年は御所市、宇陀市、東吉野村
で選挙です。
娘が歯が痛くていろいろ調べましたが、木曜日どこもお休み。妊婦
のため痛み止めの薬も心配で産婦人科に問い合わせ、軽いものを出
していただきました。
いよいよ年末からの宿題20億問題のまとめに取り掛かることにしま
す。
○生活相談・・・新たに仕事を始めるにあたり、地元の人を紹介してほ 贅沢巻き（鳥のもも肉
しいとのこと、白石議員に連絡。
を薄く延ばして鳥のミ
友の会にカレンダーがきていないとのことで連絡。年末に発送したと ンチに銀杏チーズなど
のこと。
をいてしょうが汁とみり
生駒に、あっちゃんとハルを夫と二人で呼びに行く。
んしょうゆなどで味付
生駒もハルもあっちゃんも病気で大変でした。ハルは久しぶりのご けたものを真ん中にし
対面に少し恥ずかしそう。あっちゃんが熱があり運転できないため、 てオーブンで焼きま
夫が運転。私が自分の車で帰ってくる。
す）の残りを白菜と一
娘は年末から親子離れ離れだったためお待ちかね。やっぱり親子 緒にクリームソースで
は一緒に暮らすのが一番とつくづく思う。ハルも安心したらしく、夜も 炊きました。
お風呂にはいってからパンダのテレビを見ているうちに寝てしまう。子 御節の残りもいよいよ
供の寝顔は何物にも変えがたいもの。みんなが早く健康になりますよ ラストです
うに
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1/2

火

月

ももちゃんを見ていると次女の子供のころのよく似ていて不思議で
す。 いないいないばあが大好きで、ニコニコ笑います。子供の笑い
顔はすごい魔力で周りを魅了します。
明日。朝日新聞が高校の先輩を訪ねるコーナーで、榛原高校を出
て義肢装具士をしていると言うことで次女が取材を受けることになっ
たそうです。今日帰っていきました。
年賀状の返事。年賀状と言うのはご家族がなくなったりすると途切
れたままになっていたり、何の縁で毎年続いているかわからないのに
ずーと年賀状だけで交流したり、いろいろです。
長女が、切迫流産の危険があり絶対安静のため。１１月から実家に
帰ったままで、筋向いの長女のアパートの大掃除に夫と行ってきまし
た。

御節も煮しめの野菜を
切って具沢山のお汁
にしたらおいしくなりま
した
えびや、焼き豚のチャ
ーハンにしました

あっちゃんがハルの手足口病が移ったらしく熱があり実家から帰れな
いとのこと。
次女夫婦も彼の体調がもうひとつでこれるか心配していたら私のホ
ームページをお姉さんがみて。お母さんがおせちをつくっていてくれる
からとやってきた。
主人の実家に挨拶に行き主人のお姉さんもきて一緒にすき焼き。
○午前中上牧の役場前で民報の写真どり
東議員と、石丸議員と
オーストラリアのいとこから年賀のメール。すごい時代になったと改め あけましておめでとう
て実感しています。
ございます
あけましておめでとうございます。
三輪神社に初詣。おみくじは大吉でした。最近では久しぶりです。
ゆっくりと新聞を読んで寝正月。こんなにいい天気の日に何もしない
で寝ているとはとても贅沢な気がします。
午後からおせち料理を作りました。
煮しめ、レンコン、にんじん。ごぼう。しいたけ、こんにゃく、サトイモ、
たけのこ、ふき、海老の酒むし、数の子、焼き豚、昆布巻き。

1/1

日

芋金時、伊達巻。黒豆。ごまめ、なます、ぶりの照り焼き、いか、てん
ぷら、梅たまご、紅白かまぼこ。
伊達巻は、はんぺんをミキサーにかけて、マヨネーズも入れてすべ
て手作り、好評です。
今年は黒豆をいただいたのでちょっと手抜きです。
おせち料理は、子供のころお店が忙しかったので、いつも仕出屋さ
んのものでした。結婚した年に、自分で作ろうと婦人の友の付録の
おせち料理の本を手に入れて、それ以後毎年同じものをつくり続け
ています。

我が家のおせち
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