diy 06-7-3
（2006）

7月

6月 5月 4月 3月
○広陵支部と行動。日曜版２部増えました。
増税に対する怒りがあちこちから聞かれました。
○王寺金田議員と行動、王寺町の橋のことが話題に.危ない構造、無
駄遣いとの意見、ポスターのお願い
○幡野議員と、入党のお誘い、考えてくれるとのことです。
○生活相談２件・・・・長期間医療と介護を受けられる施設の件
リハビリ診療の改正問題
○20億円問題、なら新聞の記事を関係者に送りました。
7/31 月
○新聞の集金、認定子ども園問題で現場の意見を伺いました。

玉子焼き、ピーマン
のじゃ濃いため。しゃ
ハルが歯ブラシを嫌がってなかなかしなかったときに母が入れ歯を け。ごぼうとレバーの
はずして、歯ブラシを子どものときにしないと大きくなって歯が抜けて いために、なしとピー
しまうと見せたら急いで歯ブラシをはじめました効果抜群です。
マン、肉の味噌いた
次女がおばあちゃんに会いに孫を連れて遊びに来ました。
め、梅干ゴマ昆布
ももちゃんも保育所に行きだしてから人見知りもなくなってはいはいで
誰のところにもくるようになりました。
おばあちゃんがいることで家族がゆったりできる様になりました、大家
族もいいものです。
朝からうす曇でしたが晴天になってきました。

7/30 日

○広陵後援会のバスツアー、大和高原いこいの村に大型バス満席で
いってきました。歌あり、踊りあり楽しい１日となりました、議会報告を
させていただきましたが、ハルちゃんを連れて行ったので、広い廊下
を走り回って追いかけるだけでも大変でした。
子どもが大好きで、誰とでもお友達になってしまいます。会員さんか
ら戦争のときの話も聞かせていただきました。
広陵町でも街づくりのさまざまな問題がおきていることが報告されま
した。規制緩和の小泉構造改革が影響しています。

青い夏空でした
ページトップへ

○ヤマトハイミールが１７年間奈良市に下水道料金をまったく支払っ
ていなかったことがわかりました。共産党の井上議員の質問に答えた
もので奈良新聞が１面で報道していました。
○広陵町支部の人と読者訪問。
父子家庭の家で何も支援がないとのこと
7/29 土
○地元の方の葬儀に参列。７４歳の女性、急のことだったようです心
からご冥福をお祈りいたします。
○みっちゃんの宅急便、原稿作成。気になっていたのがやっとできま
した。
7/28 金

○新聞の集金
ぎらぎら太陽の夏日でした
ハルちゃんが電話帳を見ながらピアノを弾いてパトカーは早いぞ、お 人参、こんにゃく、ご
船は早いぞと作詞作曲をしていました。
ぼう肉のいために、ピ
ーマンと牛肉のせん
○生活相談2件・・・・医療施設に関して・生活問題
切り傷め
なっちゃんの検診、３３００グラムで体重が増えていました。前回が減 ウインナ、ししゃも
っていたので心配でしたが順調でほっとしました

○広陵町支部会議 町内で開発問題で住宅地の住民の運動がおき 春雨ときゅうりの酢の
ている報告がありました
物、きゅうりの漬物プ
チトマト海苔
○北葛城郡議員会議
○県議団会議
○リハビリの診療報酬改定問題で資料を請求
7/27 木

○新庄建設の残土処理が崩れている問題について、県の調査報告
を聞く
○大阪市議団に芦原病院問題の監査結果資料を依頼。
○友の会と、研修医の先生との懇談
○橿原の汚水処理施設の亀裂問題

玉子焼き、しそ巻きハ
ンバーグ
から揚げ、ピーマンと
人参の炒め物、切干
大根。海苔梅干

○早朝宣伝
○臨時議会、最終日議長選挙でした。
7/26 水
終わったのが夜１１時３０分疲れました

母の手作り弁当おい
しかったです

詳しく日記を書いたのが消えてしまいもっと疲れました又明日
○北葛城郡消防操法大会 王寺町健民グランドにて
一つ一つの動作に無駄がなくきびきびとホースをつないで水をかける
訓練が行われていました。
○王寺町訪問。金田議員、幡野議員と
7/25 火
マンションが増え従来住んでいた住人より新しい人が多く行事がや
りにくくなっているとのこと。
増税に対する怒りがあちこちで聞かれました。
○20億問題について
○早起きをして本会議の討論を準備しました。朝食の時間までかかっ
ていると、「朝飯は、弁当は」との夫の声で一時中断。毎日楽しみにし
ていた純情きらりを見ることができませんでした残念。
○臨時県議会、昭和２７年以来５４年ぶりの議員提案による県議会が
開催されました。
○１増５減の奈良県議会、定数、選挙区条例の一部改正条例が提案
され、日本共産党の意見を述べました。前回自民党の反対討論も、
賛成討論もありませんでしたが今回は全会派が討論しこれも初めて
のことです。日本共産党は議員削減には反対の意見ですが、現行で
は１票の格差が大きすぎ逆転区も４選挙区もあり、条例定数と人口比
例との乖離した選挙区が７つも存在していること。
7/24 月

今回の提案は格差が１，６７と現状の４８議席で人口比例を貫いた 写真を撮り忘れまし
日本共産党案が１,９でそれ以上に格差が是正されていること、逆転 た
区がなくなるなど，公正であることで賛成しました。県議会は県政の
最高機関であり県議会の同意がなければ予算も執行されません、そ
れだけに議員の責任は重大であり、大いに討論し議会を活性化させ
ることが議会の民主化に繋がるとの決意を述べました。
○葛城市新庄建設による残土の埋め立て問題で砂防かに聞き取り
調査、正式に許可を受けているのは１３年まで出その後５年間は無許
可で残土の処理を続けていることが判明．近々文書指導を行うとのこ
と。きちんとした対応を行うように申し入れました。
○障害者施設問題聞き取り調査。

7/23 日

娘が産後の療養をするため忙しい母親に代わって実家の母が孫の
ためならと応援に来てくれました、助かります。
○赤旗日曜版の配達
かき揚げとおそばを
食べました

○友の会ニュースの配達
朝から一仕事でした。パンやさんが開店の時間で朝食に焼きたての
パンを購入、無農薬の農園からの野菜をいっぱい使って朝食を作り
ました。
義理の姉が赤ちゃんを見に来てくれました。
○午後から日本共産党８４年記念講演会が奈良で行われ参加。
小池晃参議院議員が朝のテレビ討論を終えて駆けつけてくれまし
た。 同じ民医連の出身のお医者さんで今は、アメリカ依存症、過去
の戦争痴呆症、大企業優遇病を治しているとのこと,大企業病は病原
菌が発見されていて政治献菌が蔓延しており日本共産党にだけは菌
が近づいてこないとわかりやすくユーモアたっぷりに話してくれまし
た。
来年の候補者として紹介され壇上に上がりました。
ページトップへ
○広陵町９条の会のお誘い、２人が同意してくれました。
年金が少ないことが話題に
○上牧町石丸議員と、訪問対話。
障害者自立支援法のこと。学校卒業後の進路問題
7/22 土

ハルとももちゃんです

議員の定数削減問題 減らして予算を浮かせるより。無駄遣いをきち
んとチェックしてもらうことのほうが大事。とのご意見でした。
ももちゃんの保育所の夏祭りにハルちゃんを連れて行ってきました。
保護者会が開いたもので大勢が参加していました。バザーや、おす
し、おでん。みたらし団子フランクフルトなど子どもが大好きなものが 玉子焼きちくわのチ
いっぱい、ハルちゃんはお化け屋敷が怖かったけれど面白かったよう ーズ詰め人参とピー
でした。
マンの糸こんにゃくい
ため
コロッケ、海苔弁当
○寺前議員と9条の会のお誘い。数人が賛同してくれました。
古寺の町営住宅の隣にある交通公園で夜中に花火で遊ぶ子どもが
いてやかましく近所迷惑とのことで，公園の時間規制。花火の禁止の
要望が出されました。
第2条かセンターの北側の入り口がスピードを出してくる車が多く、
自転車道路を散歩に使っている人が危なくて渡れないとの要望があ 要望書が読み上げら
れました
り町役場に申し入れ。警察に要望するとのこと。

7/21 金

○議会報告を役場の３役に届けました。広陵町議会の決議学童保育
の基準について議会で取り上げたことを報告。
葛城税務署に収支内訳書の返還に行きました。葛城、葛城北、橿
原、吉野の各民商から５００通の返還が提出されました。
○街頭宣伝５箇所
○友の会のニュース配達
○王寺町議会報告会、もっと県議会のことを知らせてほしいとの声が
出されました。
○アスベストの認定の相談
身体障害者手帳の交付がされたとお礼の電話をいただきました。

7/20 木

○新婦人の班ニュース作成
○県議団会議、県政政策のことについて、久しぶりに3人がそろいま
した。山村さちほ議員は世界遺産会議でリトアニアに言っていました。
ユネスコの人が11月に奈良に来てくれることになったそうです。平城
京が高速道路の地下トンネルや、イベント会場で破壊されかねない
現状をぜひ見てほしいと思います。

左から２番目が私で
す
玉子焼きちくわ人参し
いたけ豆の炊き合わ
せ。ピーマンの肉詰
めカレー味、ポテトサ
ラダ

○あすかの会、独自でリハビリを行っていますが、医療制度改悪で集
団リハビリと言うことがみとめられなくなったそうです。家族の人が独
自プログラムで行っていました。
○高次機能障害を専門に見てくれた先生が、他府県に行くことになり
奈良県に専門以外なくなるとの不安を聞かせていただきました。
○9条の会のお誘い

葛城北民商集会

○収支内訳書提出強要に反対する集会に参加。挨拶をさせていただ
きました。

玉子焼き、ウインしゃ
け、ほうれん草の白
和え、モズクと長いも
の酢の物みかん。秋
刀魚の煮物。海苔弁
当梅干、塩こぶ
○ホームページの整理
大雨洪水警報が出ました、保育所にいったハルちゃんが又帰ってき
て赤ちゃんを触ったり大変でした。
○生活相談・・・・・施設の入所について、施設に問い合わせ。家族の
人の思いと施設側の受け止め方に違いがあることがわかり直接話し
合ってもらうことになりました。

集会の様子

○障害者自立支援法、緊急集会が奈良文化会館大ホールで開かれ
雨にもかかわらず、1200名が参加しました。
7/19 水

日本共産党を代表して挨拶をしていただきました。日本共産党はき
っぱり反対してきましたが、よその党は賛成しているので言い訳のよ
うな挨拶になっていました。
判定がまったく生涯の状況を反映していないこと。介護4でなければ 黄色い服で挨拶をし
夜間の介護が受けられなくなり今までの生活ができなくなる。など具 ました
体的な問題が紹介されていました。
施設に入っている障害者の人からは食事と部屋代がかかるように
なり年金が増えず親の仕送りをしてもらわなければやっていけなくな
ったとの声が出されました。
○地元の施設問題で調査

7/18 火

○広陵町9条の会準備会の相談
○ヤマトハイミール東側溝の清掃。県の部分が実施されました。

県に要請文を提出

○高田土木に申し入れ
河合町中馬議員と県道高田法隆寺線の歩道部分の改善について、
町に移管する方向で検討しており、歩道の改善について町からの要
望も出ているとのこと。とりあえず現地調査と危険箇所の改善を約束
しました。

布川事件の桜井昌司
○葛城山麓の新庄建設による土砂の積み上げについて、許可が２年 さんと
前に切れており無許可で行っている状態。文書指導の予定とのこと。
崩壊の心配があり安全対策を要望。
○なら義肢を訪問
○各派代表者会議，議会運営委員会
○福祉施設問題調査
大阪市に芦原病院の監査報告を依頼。

○布川事件の桜井さんが県議団訪問、２９年間も無実の罪で獄中生 玉子焼きナスの味噌
活を送っていた人とは思えませんでした。
にミートボールの酢
豚風インゲンマネみ
桜井さんの歌っているCDを購入、声楽も詩も刑務所で学んだそうで かん梅干
す、本当のやさしさ本当の強さを知っている人です。又国民救援会の
活動がその支えになっていたことに感動しました。
○生活相談・・・・・施設入所問題で問い合わせ
○少年補導条例学習会、青年の人たちによる。
１日中雨でした
○まほろば平和音楽祭に長生き節の会で出演させていただきまし
た。
いつもははっぴですが、今日はみんなで衣装も考えてわいわい言い
ながらとても楽しい時間を過ごすことができました。
7/17 月

私は留袖のリフォームドレスをきて音楽会の参加のかたがたの声援
や手拍子なども合っていつもより上手に歌えたように思います。
お父さんと小さな息子さんが２人で登場。お父さんのギターの伴奏
に息子さんのソロ。とてもすばらしかったです。

真ん中で黒い服を
着ているのが私です

ジャンルはお構いなしでバラエティに富んでいて今までこんな演奏
会聞いたことがないというすばらしいものでした。
実行委員の皆さんご苦労様でした。
○北葛城郡少年野球大会開会式。王寺町健民グラウンドにて開かれ
参加しました。昨年優勝チームのキャプテンから楯の返還。女の子で
した。選手宣誓がとても元気で誠実で感動しました。
ネットの横で涙を拭いている年配の男性を見つけました終わってか
ら、身内の人ですかとたずねると子どものころから選手宣誓をした少
年を知っているとのこと感動されたようです。
7/16 日

○山添村で行われている議員研修会に参加。

地鶏のすき焼きを食
べました

名阪国道をいくらはしっても目的地に着かず、そのうちにガソリンが
少なくなってきてクーラーを消してラジオをとめて。なくなる寸前に目
的地に到着。とてもスリリングでした。
全国のいろいろな経験の紹介をしていただき大いに参考になりまし
た。
○生活相談・・・・・施設の建設をめぐって
ページトップへ
7/15 土

○生活相談・・・・・（３件）介護保険の通知が届き年金から8000円引か
れていたとのこと、この間の税改正のことを説明。
老人施設入所について。２０億問題。
今日は日本共産党の共産党の８４歳の誕生日でした。
○日本メンタルヘルス協会の終了パーティーが行われ、協会認定の
基礎コース上級コースの終了書心理カウンセラーの証書をもらいまし 生後６日目です
た。
はじめまして
３人の方が終了レポートを発表。子どもさんが失明され、下の子ども
さんが臓器肥大で自分を責め続けてきたお母さんが口座を受けて、
小児がん病棟の周りのお母さんがとても明るいことに励まされ、しん
どいときにはしんどいと言ってもいいんだと自分を見つめ、自分で楽し
むことを探そうと言う気持ちになってきたことを発表してくれてこちらも
もらい泣きをしてしまいました。
別の青年は常識とは１８歳までの偏見の塊であるとの言葉を引用
し、弱さをみせたくないとがんばっていた自分に対し講座はアイラブュ
－、ビコウズ，ユーアーユー、という言葉で自分自身そのままを教え
てくれた、貧乏でお金がないとき家に２０００円しかなく母がそれを持
って食糧を買いに言ったが何も買わずにカンパをしてきたと帰ってき
てみんなでははを攻めたことがあったが今人のことを思いやることが
できる母を自慢できると発表。

若いお父さんは職場の中間管理職で仕事が忙しく妻に家事。育児
を任せていた、アトピーの娘は一晩中痒いと４時まで泣き続けること
の毎日で正直いなければ言いと思ったことも。
しかし講座を受けて娘と二人で一晩中星が見られる幸せを感じられ
て職場の管理職の仕事も部下への声かけや感謝など変わってきてい
ることを報告してくれました。
忙しい中でやり遂げた自分に乾杯。家族や多くの仲間の人たちの
応援がなければ続きませんでしたが、幸い理解していただきこの日を
迎えられたことに感謝感謝です。
○王寺町金田議員と議会報告会のお誘い、共産党は嫌いと言う人に
赤旗を購読してもらうことになりました、お話を聞くともっとがんばれと
言うことでした。
○午後から吉川議員と美しが丘を回りました。元読者の方が新聞を
取ってくれることになりました。

7/14 金

○幡野議員と久度を訪問。奈良民報を購読してもらうことになりまし
た。 再開発問題では怒り殺到。専門店ビルが計画になかったのに
増築となり駅前広場がもっと広いはずだったのに大型バスも回れな
い、3年しかたっていないのに歩道を削って又工事をしているとのこ
と。地元への説明がなく都市ガスになるという話もあったがいまだに
プロパン。
障害者自立支援法で負担が増えたことへの怒りの声。これからの
不安などが出されました
○第2回中央委員会総会の報告会に参加。

王寺駅北口駅前広場
歩道を削って工事中
です

来年の統一地方選挙の決意表明を行いました。参加者の方からほ
んまにがんばってや。前のとき危ないと聞いて。あっちこっちに電話を
かけた。そうしたら３２票差で通った。本当にあぶなかったんやなとお
もったと声をかけてくれました。

海遊館、交通科学博物館に行ってきました。
7/13 木

日本初の

海遊館ジンベイザメ
やたくさんの魚が気
持ちよくおよいでいま
した

帰ってきたら、赤ちゃんが退院していました。
夫とハルちゃんと、一緒にあそびにいってきました。ＵＳＪ
7/12 水

お母さんが赤ちゃんと入院中で、少し寂しくなっているハルちゃんを連
れて、一足早い夏休みです。
○9条の会のお誘い
戦争体験を厚く語っていただきました。
○生活相談・・・・・生活保護について

7/11 火

桜井労働基準監督署を訪問、桜井市議予定候補の吉田さんと労災
の認定が遅れている件について申し入れ。
○自治体部生活保護についての学習会

7/10 月

○長生き節の練習
○寺前議員と9条の会のお誘い
○献血４００ｃｃで行いました。夏場は血液が不足しているそうです。

デジカメの電池切れ
でした。

○生活相談・・・・・他府県に住んでいる娘さんが2人目を妊娠している
が、以前は高田市民病院で出産したが今回里帰りができないとのこ
とで、生むのを止めようかと言っているとのこと。生む場所がないわけ
ではないから相談に乗ることを伝えました。

玉子焼き、ほうれん
草のソティ、味の南蛮
漬け。ピーマンのゴマ
味噌和え、ジャガイモ
の梅肉あえ

次女がももちゃんを連れてお見舞いに来てくれました。
昨日、出産が4人あったとのこと。娘の後の人は分娩室で過ごしたと
のことです。お産事情は大変です。
○自治体部会議
○いつまでも予定を空けるわけにも行かず、3時から山下よしきさんと
語る会に参加しました。山下さんのお話はとてもわかりやすくて元気
が出ます、私も県政にかかわっての話をさせていただきました。う
れしいことに2人が共産党に入ってくださいました。
もうひとつうれしいことが、3人目の孫が誕生しました女の子です。
7/9

日

5分間隔で陣痛が着たら入院とのことで病院にいったのが夕方6時30
分ごろ、生まれたのが9時ごろでしたので早く生まれて本当によかった
です。
妊娠初期から絶対安静と言われつわりがひどく、元気な赤ちゃんが
生まれるかずっと心配していました。ハルちゃんも大好きな服に着替
えてご対面何度も何度もよしよしとなぜていました。本当にこの子達
の未来を輝けるものにしたいと思わずに入られません。がんばらなく
っちゃー！
ページトップへ
今日こそは生まれるかなと思ってスケジュールをあけていましたが、
少し気配はあるものの生まれてきません。お母さんのおなかがよほど
いいところなのでしょう。

7/8

土
○あすの山下よしきさんと語る集いのお誘いの電話をかけました。
○赤旗の配達
○日本共産党を知る会
若いお母さんが来てくれました。今の時代子育てが本当にに大変
で、一人で遊びに行かせられない。誰にも相談できない人は本当に
大変だと思う。夫の仕事が大変になってきてからだのことも心配など
いろいろな声を聞かせていただきました。
○生活相談・・・・・2件

7/7

7/6

金

木

○各派代表者会議、議会運営委員会臨時議会が7月24から26まで開
かれることになりました。
しゃけ玉子焼きポテト
さらだ、から揚げ、野
○地区委員会総会
菜炒め甘酢しょうが
塩こぶ梅干
今日は娘の出産予定日で何をしていてもそわそわ。新しい命の誕
生をみんなお待ちかねです。ハルちゃんがだんだん何かを感じて甘
えん坊になってきています。
朝5時30分におきて庭の草刈をしました。蚊の襲撃を受けましたが、
めげずにがんばってすっきりしました。
○王寺町国民健康保険問題で交渉に行ってきました。
今年の3月から王寺町では国民健康保険税などの滞納者に対し
て、所有財産申告書を送りこの届出がないと保険証の交付が行われ
ないなどの対応策が3月から開始されており、相談に来た人がここで
言うから書いてくれと頼んだのに記入して持ってきてくれと1ヶ月の保 玉子焼き照り焼きハ
ンバーグ
険証しかもらえなかったとのこと。
又もう一人の人は6ヶ月の短期保険証をもらっており生活が大変で ほうれん草おひたし
毎月1万円支払っているのに申告書を出したらもっと払えないかと聞
かれて、3ヶ月の短期保険証しかもらえず、窓口に行くのが怖いとの チンゲンサイ人参た
めねぎの炒め物
思いを訴えました。
役場としては保険税の減免はあり相談に乗っている。その他支払い 梅干
が困難であると認めたものと言うのもあるが、その他の理由の申請は

1件もないことが判明しました。
役場としては相談の上で支払猶予をするが猶予をすると14.5％の延
滞金が生じること。今回国保の関係で所有財産申告書を400件に送っ
た。実際税金の滞納で差し押さえをした事例は200件、うち4割が国保
税の滞納であったことが明らかになりました。
○中南和地区委員会常任会議
毎日楽しみにしているきらりが、北朝鮮のデポドンが発射された事件
で中止となりました。有事がおきるとマスコミがみな協力するというの
はこのようなことです。富山県、福井県が国民保護計画に基づいてい
ろいろ対策会議をしている様子が流れました。
○障害者問題の対策会議について打ち合わせ
7/5

水
○議会質問について
○２０億弁護団会議

卵焼き、ポテトサラダ
パプリカ肉詰め

ささみときゅうりの胡
いよいよ終わりに差し掛かってきました。弁護士さんの熱意には敬 麻和え。大根の漬
服します。
物、シメジと昆布の佃
煮、練り梅
○弁護団会議に向けて資料作成

7/4

火

○生活相談・・・・・障害者医療が窓口３割負担になった。薬が９９００
円
で１万円以上でないと借りれないが、事情を話して貸してもらった、体
調
が悪くて薬局への払いが送れたことで役場が信用できないので貸し
付
けできない。といわれ、今月分は自分で３割負担しなくてはいけな
い。
玉子焼き。しゃけ
以前だったら無料だったのに、歯医者にもいけなくなったとのこと
県の制度改正によるものであることを説明する。
○施設入所の相談、入所が決まったとの報告がありました
部屋の片付け

7/3

月

チンゲンサイ，から揚
げ、切干大根キャベ
ツ

○２０億問題
○日帰りで県議団３人で国会に行ってきました。
石井郁子さんを通じて、奈良県が勧めている平城遷都１３００年事
業
のメイン会場に平城京を使っていいと言う許可をおろしているのか文
化
庁の担当者からレクチャーを受けてきました。
この間９回、県と懇談を行っているが平行線をたどっていること。
国の史跡であり世界遺産でもあり、使うと言ってもどこをどのように 東京駅の新幹線ホー
使
ム
うのかの具体的なこともまったく示されていない。国としては具体的な
案がでた段階で土壌調査などを行い検討する。ただし大極殿院では
会
場として使用することはまったく考えていないし、そのような場所では
な
い。
史跡に入るだけで入場料を取るということは公共のものでありでき
な
い。仮にそのようなことをするのであれば使用する面積と使用期間を
考
えて一定の計算の基づいて使用料を払ってもらい有償貸与となる。
具体的なことがでれば、当然世界遺産委員会にも報告をする。
駅については史跡以外でもバッファゾーンは避けるべき。
会場施設構造検討委員会に考古学関係者を入れるべきではないの
か
と文化庁からも県に伝えた。

文化庁としての補助金は出せない。
仮に何か作ったとしても返すときには元に戻してもらうことになるため
お
金をかけても何も残らない。
などの話をうかがうことができました。
会場の使用許可もまったく取れていないのに計画だけが独り歩きし
て
いるやり方や、他のことは人も、予算も減らしているのに１３００年だけ
聖域になっていることがとても不自然です。

7/2

7/1

日

土

○生活相談２件・・・・いいことがいっぱいあった日でした。
朝は雨でしたが午後から晴れてきましたので晴れにしておきます。
○心理学セミナーのレポート、３２００字以上の宿題が気になっていま
し
たがやっと書き上げました。
○葛城北民主商工会第１１回総会挨拶
お休みです
○記念講演で久しぶりに吉井清文さんのお話を聞かせていただきま
し
た。体制が変わるときは内部から崩壊していくとか奈良県議会のよう
で
す。
○上牧町石丸議員と赤旗のお勧め
香芝９条の会大谷明宏氏記念講演．ジャーナリストの立場から言論
の自由がなくなり物が言いにくい時代になりつつあることをわかりや
すく話してくれました
大和循環型社会創造機構、コンサート万葉ホールに行ってきました
鈴木重子さんの柔らかな声に眠気を引き起こすような心地よい気分
になりました
ページトップへ

