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3月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

1月 2月
3/31 土
3/30 金

3/29 木

3/28 水

3/27 火

3/26 月

ＨＰ更新停止
県議会選挙告示 ４期目をめざし立候補
ＨＰ更新停止
●王寺駅に知事候補者カーが来て早朝宣伝
●２０億裁判の楯看板を見て何人かの人からがんばってと激励してい
ただきました。
●土庫病院挨拶,松下光人事務長が、急きょ大和高田市区から県議
選に出馬することになり、あちこちで話題になっていました。
小児科のドクターから奈良県だけが、２４時間子どもを見てくれると
ころがないと資料を頂きました。しなくてはならないことがいっぱいで
す
●上牧町小集会、８人が参加、県政のスライドを使って報告。
参加者の一人が知り合いの声をかけてくれているとのこと
目を見たらすぐわかる。そらす人は支持してくれないとのこと・・・なる
ほど！
明日に備えてぬるいお風呂にゆったり使って疲れを取ります。
夫と娘が選挙用のスーツを買ってきてくれました
明日から県議選挙の告示のため。公職選挙法に基づきホームペー
ジは更新できません。４月８日良い結果が出せるようにがんばりま
す。
●五位堂駅前早朝宣伝。知事候補と一緒に挨拶
●ホームページの更新
生活相談障害者自立支援法に関して、
ごみ処理問題について
●弁護団会議
●知事候補者カーで宣伝、いつも応援してくれる方が、オフロに入って
いたら声が聞こえたからといってでてきて聞いてくれました。
今井さんが、知事候補の応援をしているのなら主人にも言いますと
のこと、今日から政見放送が始まってお天気もよく雰囲気が暖かくな
って来ました。
●生活相談・・・重度障害児の問題、看護師不足から重度の子どもが
施設を出るのを与儀なくされていました。
又、法改正に伴う負担増が生活を脅かしています。わが子に出来る
限りのことをしてやりたい親心と、実際のこととの矛盾、養護学校や分
校の教育問題など、課題がいっぱいです。
●箸尾駅前早朝宣伝
○寺前議員とパンフレット１５０冊配布
「今井さんどうしてもがんばってください。応援しています」と力強い激
励を頂きました。
○電話かけ
○法務局に届出の手続き、立候補の供託金の届け出て続きで書類
に一部ミスがあり本人が来たほうが手続きが簡単とのことで行ってき
ました。選挙は何度も経験していますが手続きは初めてです。
○シルバー人材センターの総会があり、かぐや姫ホールの前で宣伝
しました。知事選挙中でマイクが使えませんが寺前議員の大きな声
が値打ちです。
○バトミントンの人に挨拶に行きました
羽があるため速度がもっとも速いとのこと、スマッシュなど見ていて
スカッとしました。
○馬見公園のバス停を見に行ってきました、土、日の本数が少ない
のが残念ですが車のない方も安心してきていただけたらと思います。

キ
シリトール、（きっしりと
おる）キットカット（きっ
とかつぞ}コアラのマー
チ（コアラは絶対に木
から落ちないとのこと）

車の中で差し入れのお
弁当を頂きました

懐かしい人から、応援に行きますとのうれしい電話を頂きました。み
んなが応援してくれて本当にありがたいと思います。
○池部駅前早朝宣伝
河合町役場の隣が駅です、昔の建物が役場の一部として残ってい
ますが、駅の横の玄間まえの石垣にライオンが彫ってあるのに初め
て気が付きました。
池部駅は馬見丘陵公園の玄関口になっているところです。
王寺駅の北口で田原本線から急いで王寺駅に行くときはあまりビラを
とってもらえませんが、一人一人ゆっくり来るのでビラも良く受け取っ ハルちゃんが積んでき
ていただきました。車を止めてパンフレットを受け取りに来てくれる人 たつくし,蝶々も一緒に
もおりました。
ぱちり

3/25 日

3/24 土

3/23 金

3/22 木

○奈良県のみどりがこの１５年で失われた面積を調査。森林と田畑を
合わせると、北葛城郡と香芝市すべてをあわせたくらいの面積のみど
りが失われていました。
○マスコミの取材、事務所の人たちが大慌てで大掃除。あっという間
にきれいになりました。人に来ていただくのが一番です。
○会議に参加
○松野悦子議員と地元あいさつ回り
久々にハルちゃんと,ナッチャンをお風呂に入れました
タオルで作る風船が大好きです、ぎゅっと握ると泡がいっぱい出てくる
ので大喜びです。
○赤旗の配達
朝食の用意
○電話で赤旗のお願い、２軒で快くとっていただきました。
○エコール真美宣伝、香芝の後援会も合同でメガホン宣伝
みっチャンパンフレットパート２も初登場です
若いカップルが、あっ、写真の人だ といって握手。
がんばってください、応援してます、とかいろいろ声をかけていただき
ました。
能登半島で震度６の地
震。被災者の方々にお
○王寺駅宣伝、２０億裁判の判決結果をメガホンで宣伝。
見舞い申し上げます
今井さんががんばってくれないと奈良県はだめになってしまいます。
うちは５人いますなどと声をかけてくれました。
○知事の候補者カーとドッキング、吉井英勝議員も応援に来てくれま
した。
○地元あいさつ回り。
フィギアスケートのエキスビジョンをみました。安藤美姫が絢香の歌
にあわせて滑ってとても素敵でした。
ページトップへ
時々小雨がちらつく日となりました
○朝から、知事候補の宣伝カーに。候補者の訴えは聴衆を魅了する
不思議な力があります。次は何が出てくるかと横にのっていてもわく
わくします。
○午後からは会の車に。
いなりずし、あさりのお
新聞で候補者の横顔の紹介があり少しづつ有権者の関心が高まっ つゆ、ブロッコリーのお
てきているようです。
ひたし太刀魚の塩焼き
知事候補は、私はやりますと訴えられます。議員はがんばりますとな
りますので、そこが違います。
○健生会の評議員会に参加。挨拶をさせていただきました。
○夜は上牧町議会報告会
昨日の判決について奈良新聞、毎日、朝日、読売、赤旗などが報道
最初のころとは考えられない変化をひしひしと感じます。
テレビでは、毎日放送が同和融資であることを報道，NHKは高度化
資金と報じただけでした。奈良県の厚い壁を崩せた意義は大きいと思
います。
○王寺駅の早朝ビラまきではいつもよりビラの受け取りもよく、関心
が高まってきているようです。
事務所にお花が届けられました。
玉子焼き煮豆
○地元の挨拶
小松菜とはんぺんの
他の候補者もビラなどが入っています。娘がずーと家にいたのに、 煮物
留守でしたのでと書いた名刺が入っていたといっていました。
から揚げ 五目煮
エコール真美でお買い物。お金を払って挨拶をしたら、今井さんで 梅干
すか、うちの母がとてもきれいな人だといっていましたといわれて、孫
の紙おむつの袋を抱えて、ふつーのかっこうでしたので、それならお
化粧でもしてくるんだったと一寸後悔、でもがんばってくださいといっ
ていただき喜んでいます。
今日ホームページのカウントが２００００になりました。選挙の告示ま
でに２万達成できればいいと思っていたのですが、早期に実現できて ２００００達成、有難う
良かったです。つたない日記など読んでいただいている皆様、有難う ございました
ございます。
久しぶりに暖かな日
○今日から上北山村の迂回路の通行が５回から６回に
地元の要望ではせめて６時から夜７時までとなっていますが、朝７時
30分では仕事にいけないとのこと、要望書を作成県に申し入れ。
○知事選挙近鉄前の集会に参加

２０億裁判判決が下りました (一部勝訴)

判決を待つなら地方裁
一番言いたかった、県は請求を怠ってきたとする点が認められまし 判所
た知事と、歴代部長の責任により損害を賠償せよというところは棄
却。
ハイミールは２０億円を返済せよのところは、１４年以降の請求を始

めて以降延滞金を支払えという内容で、こちらの主張が７割から８割
認められました。
この問題にかかわりだして６年、長い歳月でしたが、主張が認めら
れて本当にうれしく思います。
でもふつうのことをさせるのに、ここまでしなければ是正できないこ
とが残念です。行政が主体性を確立することが本当に大切です。
○知事選挙の候補者宣伝カーの弁士で訴えを行いました。
会議 １日お疲れ様でした

3/21 水

3/20 火

昨日広陵町内で５件の不審火があったとのこと新聞を見て初めてわ
かる。
消防署に松野悦子町議と広報で知らせて欲しい旨要望。有線放送が
ある地域では昨日知らせたとのこと。
○住民の監視の目が予防対策に欠かせないとの申し入れ。
町内の回覧で真美が丘ではまわってきました。
○町内街頭宣伝
○南口よしえさんを励ます会
○広陵町９条の会の宮尾弁護士さんの憲法改正手続き法の学習会
に参加。
○女性宣伝、ショッピング前おそろいのヤッケで元気よく
○王寺駅前宣伝、王寺後援会が，白のユニフォームにたんぽぽのコ
サージュをつけて勢ぞろい。がんばっての励ましを受けました。
美容院の予約時間までに時間が少しあったので、おいしいケーキと
コーヒーで、ゆっくりとした時間を久々に
さあ明日から知事選挙。がんばらなくっちゃ

玉子焼き、ウインナ、
照り焼きチキン。いわ
し、ピーマンとちくわの
炒めにレタス

吉野から手作りの草も
ちを送っていただきま
した
ヨモギがたっぷり春を
いただきました

○五位堂駅前早朝宣伝 ビラ配りに大勢来ていただき、元気に宣伝
できました。
○県庁へ
○生駒の病院問題
○上北山村の道路問題 迂回路の時間延長と、川上村までのシャト
ルバスの要望を行いました。
３月２２日から迂回路の時間が延長になりますが、朝７時３０分との
ことで、地元からの強い要望、朝６時から夕方７時とはずれがありま
す。 県の方では、迂回路を通すのに２時間前から安全チェックをし
て通行しているためこれ以上は止めるのは負担が大きいとのこと。
地元の人は仕事にいけないとのことで、本当に大変です。
玉子焼き、肉じゃが。
バスは村役場の職員が事前予約で川上方面に向けて運行を行って ほうれん草のおひたし
いるようです。こんなに大変なのに村にだけに責任を負わせてはなり 漬物、梅干
ません。
○広陵町宣伝、辻第一元衆議院議員が応援に来てくれました。
８１歳とは思えない元気いっぱいです。辻さんの声に、足をとめて聞
いてくれました。
○お通夜に列席しました、御所市でがんばってきた西川麗子さん。
長年応援していただきました。同和対策事業を完全終結させて、差
別のない社会のためにがんばって生きたいと思います。心からご冥
福をお祈りいたします。

辻先生とご一緒に宣伝

考えてみるとーはるちゃんの口癖です、かんがえてみるとーほいくえ
んいくのいらん、なかなかのものです

3/19 月

3/18 日

○大輪田駅前早朝宣伝
○演説原稿
○上牧町桜ヶ丘小集会 県政報告のスライド初上映。スクリーンとプ
ロジェクターを買いました。映像の時代ですね。
○サティ前、上牧万代前、王寺駅前で宣伝、関心が高まっているのが
わかります。
王寺駅ではずっと共産党応援してきたと声をかけていただきまし
た。
玉子焼きハンバーグ野
とにかく寒くて寒くておなかもすいて、たこ焼きを買って食べました。 菜炒め、煮物
おばちゃんに挨拶をすると、いつもお世話になっていますといわれ きゅうり塩こぶ、梅干
てしまい恐縮しました。おいしかったです。
朝から小雪の舞う寒い日でした。
○赤旗の配達
○河合町大和田駅前、まほろば朝市に桑原史郎さんと宣伝に行って
きました。９時から始まりますが行列が出来ていました。
私は地元の農家の野菜を地元の消費者に買ってもらう朝市はすば
らしい取り組みです、と挨拶。
環境委員会でも地球温暖化の防止には食料の自給率を高めて、い

くことが重要で奈良県の自給率は１５%しかないことを紹介.。すばらし
い取り組みをもっと広げて行きたいと思いますと挨拶をしました
終わってからおかいもの新鮮な野菜が安くてびっくり。ねぎ７０円、八
朔３つ１５０円．などなどお得感がいっぱいで帰ってきました。
○事務所に電話をくれた高齢者の方に電話。介護保険で認定が下が
りヘルパーの時間も制限された。外にでた歩け歩けといわれますが まほろば朝市で
風邪でも引いたら誰も見てもらえない、暖かい日を見て杖を突いてや おいしいはっさくでした
っと外出している。国会中継を見ていると共産党の言うとおり。早く政
権を取ってくださいと励まされました。
○上牧町宣伝８箇所
○午後から広陵町松野悦子議員と宣伝、図書館の南側駐車場問題
など大きな反響がありました。
○お店に挨拶に行くとお客さんから年寄りの施設がない、あっても高
くて使えないと強い要望が出されました。奥のおじいちゃんにも握手し
てとおばあちゃん公認の下でおじいちゃんと握手。
○宣伝１３箇所
○夜は河合町桑原史郎を励ます会に参加しました。
私も一緒に励まされました
ページトップへ

3/17 土

3/16 金

3/15 木

○河合町宣伝・挨拶
○ビラの校正
○王寺町宣伝、吉川久議員、金田千代子議員、幡野美智子議員そ
れぞれの地域で行いました。
ビラまき隊も参加して元気に宣伝
とても寒い１日でした、日差しがきつく、風が冷たくて最後の王寺駅で 昨日はハルちゃん３歳
は震えていました。
のお誕生日テラノザウ
ルスをおくりました
○箸尾駅前早朝宣伝
○県議会最終日
○２０億問題でマスコミの取材
○各派連絡会
○議会運営委員会
県議会本会議最終日
看護師の増員を求める意見書の提案議員になり全会一致で可決い
たしました。
○広陵町の中間処理業者の焼却場問題で県への届出がきちんと行
われているのか、ダイオキシンの数値を確認。
業者報告になっており基準内の数値とのこと、住民の声を届け県の
ほうからも指導することを約束。
○３月２２日から馬見丘陵公園のところまで路線バスが延長されるこ
とになるとの報告が担当課よりありました。ずっと要望していたことが 看護士の増員に関す
実現できて良かったと思います。
る意見書の提案を行っ
ているところです
○エコマミ前で夕刻宣伝
○訪問対話、子どもの医療費署名に関心が高いのを感じました。
○会議、
上北山村の要望現在迂回路の通行時間が８時から５時になってい
るが２時間づつ延ばしてもらえたら仕事にいける、病院にも仕事にも
いけないという深刻な状況
村の人はこの程度のがけ崩れは良くあることで片側通行だけでも認
めてもらえたら通行できるのに、県としては過失がなかったことを立証
するために調査を長引かせ手いる、許せないとのこと。
○畠田駅前早朝宣伝
ビラの受け取りが良くなってきています
応援しています、がんばってくださいと何人かの方から声をかけてい
ただきました。
○広陵町内宣伝
午前１０箇所・午後から１１箇所・子どもたちが手を振ってくれます。
○２０億弁護団会議

3/14 水

霜が降りてカーブミラーが見えない寒い朝でした
○五位堂駅前早朝宣伝
○広陵町内宣伝２１箇所
図書館の前の駐車場に有料化問題は、若いお母さんの関心が高く

つげのきで出来た手作
りの将棋のこまを頂き
ました

また竹取公園と図書館の間を閉鎖することも子どもをつれて本を借り
て公園で遊ぶので閉めないで欲しいとの声もききました。

ホワイトデーにお菓子
の詰め合わせをもらい
ました
○王寺駅前早朝宣伝
○広陵町街頭宣伝、４箇所
3/13 火

○３．１３重税反対全国一斉統一行動、葛城北民主商工会が高田地
場産業センターで開いた集会で挨拶させていただきました。
玉子焼きトリのから揚
○国民建国保険問題で奈良県交渉
げ酢豚風炒めに、イン
ゲンの胡麻和え。煮豆
お水取りの日、冬が戻ってきました
○朝から王寺駅北側で幡野みちこ、金田千代子議員とともに早朝宣
伝。マイクを持っているときはしゃべっているので自家発電で寒さは比
較的感じないのですが交代してビラをまくときの寒さはとびきりです。
医師不足の話しをしたら手を上げて答えてくれた人がいました。どこ
かのお医者さんでしょうか。

3/12 月

○河合町でテープの吹き込み。宣伝８箇所
結構いろいろな方がわざわざ出てくれて聞いてくれました。
広陵町の議会で竹取公園の駐車場が１日５００円の有料化になるこ
とが委員会で可決されたそうです。図書館の駐車場がいっぱいで利
用する人も多く利用しにくくなってしまいます。
１９日が議会最終日とのこと。せめて町内は無料にするなど考える必
要があるのではと思います。
○馬見公園内の池にドラム缶や自転車農機具が捨てられているとの
ことで南口前議員と調査 ウォーキングの方が何かいるんですかと池
を見に来たので今井光子ですと挨拶をすると今井さん長い間やって
るのに若いなあ、といわれました。

玉子焼きゆでキャベツ
ウインナ、魚のから揚
げごぼうと肉の煮物
野菜炒め
梅干

池の中のドラム缶

牧野古墳にて古文化会の方が毎月清掃をしています
○ビラを渡しに行ってきました。他の予定候補の関係者と奥さんが来
て急に割り込んでマイクで挨拶、今井議員も議員もきているからと私
もマイクで挨拶をさせていただきました。公平な扱いに感謝します。共
産党は貧乏人の見方やな、がんばってと声をかけてくれました。
議会制民主主義では議員の議席はみんなの声を届ける代表である
ことの自覚が必要だと思います。個人の所有物ではありません。

3/11 日

夫の母の１７回忌でした。平成３年４月１日、１期目で２期目の選挙
の真っ最中にお葬式でした。あれから１７年とあっという間だった気が
します、３人の孫たちがお経の最中に木魚が気になってたたきたくて
うずうずしているのになだめるのが大変でした。お母さんの帯を形見
分けで頂きました。小柄な人でしたので着物が合わなくて残念でし
た。
○事務所に戻って原稿書き。
○夕方から全国都道府県委員長会議を受けて全県選挙勝利の集会
が開かれました。西ふみ子さんの挨拶にはいつも元気付けられます。
まだ風は吹いていないが、マグマが吹く出だすように地熱が暑くなっ
ていると独特の文学的表現。いよいよ面白くなりそうです。
上北山に支援に入り共産党に対する期待が寄せられています。

3/10 土
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○広陵町生活相談・・・公害問題・道路問題・訪問署名
。満開の桜を見ました
○土庫病院友の会第４回総会、挨拶。
カメラを忘れて残念で
シベリア抑留者の補償問題で県議会で意見書が採決されてから全 す
国に広がり今年の４月から何らかの対策が出されるとのこと、１０万
円の旅行券などといわれていましたがはっきりわかりません。
シベリア問題は私も３人の方から相談を受けたことがあり議会でも
取り上げてきました。その次の議会で意見書を提出して採択されまし
た。いずれにしても戦後保障は早くしてあげなければみんな年を取っ
てきています。

3/9

3/8

3/7

金

木

水

○河合町宣伝８箇所
○訪問、赤旗が日刊紙１部、日曜版１部が増えました。
朝から花粉症で鼻が詰まったり鼻水が出たり、で大変でした。
洗濯バサミを背中にいっぱいつけてすっかり恐竜になりきったハルち
ゃんがやってきました。
○ホームページの整理
薬を飲んだら午後から晴れた青空のようにすっきり
BS放送で中央委員会の志位委員長の報告を聞きました
安倍総理の下で急いで出される改憲手続き法案は。追い詰められて
より反動的になってきている証、今こそ日本共産党の出番の情勢との
こと
国民の政党離れ、民主党が常にあくほうに賛成してきたのに選挙前
になると急に野党ポーズを見せるテイタラクさ。などなど、感心しなが
ら聞いていました。
○訪問２件
税金の申告書を提出してきました
出口にあったお疲れ様でしたという看板にちょっと違和感を覚えまし
た
今日も寒い日でした、今日は５２回目の誕生日
ショートケーキでお祝いしてもらいました
○朝から事務所で電話かけ、
複数でやると元気が出ます
○生活相談・・・１件
広陵町が下水道料金値上げや，竹取公園の駐車場を有料にすると
のこと．どこでも住民負担増の方向が進んでいます。
国民健康保険証がもらえずにインスリンが打てずになくなったという
ニュースを聞きました。社会保障が社会保障ではなくなり負担が出来
ない人は受けられなくて当たり前では、民間保険となんら変わりませ
ん。
役場の窓口が住民の相談にのってくれる場所から取り立てる場所
になってきています。統一地方選挙は本当大切です。
○五位堂駅前早朝宣伝
20億問題署名の確認 追加署名を１３日に提出することになりました
○マスコミ関係者に裁判のことを連絡
○上牧民報原稿を送りました
○みっちやんパンフの内容について打ち合わせ
○選挙の届出関係の住民票を取りに行ってきました
○生活相談・・・１件
○県庁前早朝宣伝
今日は大変寒い日になりました。
○議案の調査
○税金の申告記入、国税庁のインターネットの自動計算があるのを
知って、順番に書き込んでいくとすべてけいさんをしてくれて大助かり
です
○議会運営委員会

玉子焼き、おでんこん
にゃくウインナごぼうて
ん、ほうれん草と人参
のおひたし、チンジャ
オロース、いちご

玄関にりんごを置くと
いいことがあるそうで
す、本当でしょうか。な
にかうきうきすることが
いいのかも知れません

○県委員会のスタッフが下北山村、上北山村にいって地元の要望を
聞いてきました。高校受験の発表が１６日、平野部であれば受験した
高校に行って発表を見るのですが道が中断していていけません。
又合格したら入寮の手続きも必要とのこと県の教育委員会に、特別
に発表を知らせたり、手続き面でも配慮をしてほしい胸要望しました。
特殊選抜の時には地元の子どもの受験先を聞いて連絡を入れたと
のことです。
3/6

火

3/5

月

久屋のお弁当を取りま
○県議会一般質問
した
自民党の議員が一般質問で中和幹線の議員連盟に超党派でしてき
た共産党は入っていないとの発言が行われました。
中和幹線については生活道路で必要であり、最初に議員連盟を作
った平成１３年の６月には参加をしています。
10月には現地視察にも同行、ところが国に要望をあげることのなっ
たとき,京奈和自動車道路の建設促進も含めて行うことになり、中和
幹線は同意できるが、京奈和では同意できないということで加わらな
くなったいきさつがありました。
地元の広陵町区域はずっと以前に完成しており、むしろ騒音公害が
問題でしたが一本の道路が香芝区域は香芝市道、広陵区域は広陵
町道といったようにぷつぷつ区切られていて、実際は環境アセスをし
なくてはならないものが、それぞれでは距離が短くアセスすの対象に
ならないなど不合理なものです。
○河合町あいさつ回り
○二つの署名を提出、子どもの医療費助成制度の拡充を求める署名

介護保険制度の改善を求める署名。６人の予定候補と中村あつ子さ
んそろって提出しました。
○議会運営委員会
○県議会一般質問
田中美智子議員が行いました。はっきりしてとてもわかりやすい質
問でした。子どもの医療費は就学前まで無料にしたらあと４億円かか
るとのことです。
平城遷都１３００年では企業などから一銭も集っていないことに対し
て知事は１９年からお願いすることになっているので集っていなくて当
然とのこと、新聞ではいろいろな企業にお願いしているが集っていな
いとのことどちらがほんとうでしょうか。
○県議団会議
○あいさつ回り
介護保険で今まで通院にヘルパーさんが行ってくれたのが、出来なく
なる、リハビリも見てもらえなくて自費といわれたとのこと。
夫を亡くして一人暮らし。福祉センターのお風呂が楽しみ
今の政治は本当に腹が立つなど、いろいろなご意見を伺いました。
思わずおひさまを２つ書いてしまいました。それくらい暖かい１日で
した。
朝から昨日の演説会に参加いただいた人から、大変良かったです、
くれぐれもお体に気をつけてとファックスが入っていました。
新聞配達,奈良民報に、県会議員全員の発言回数が掲載されました４
年間で６３回私が１番多く発言しておりました

3/4

日

玉子焼き、ほうれん草
人参の胡麻和え白菜
とぶたの煮物キウイ
しゃけ、きゃらぶき、し
そふりかけ

○みっチャンファンクラブの古墳めぐりに４０人の方が参加していただ
きました。
坂野会長のほかでは絶対に聞けないここだけの話の説明はたくさ
んのファンが出来ています。
広陵町で古墳があるのが当たり前と思っていた青年が、古墳文化
財めぐりに参加して、なんとすばらしい町に住んでいると再確認する
など、この取り組みは大変意義あるものです。
会長の熱意のこもった訴えはがんばらないとという思いに駆られま
す。
お米野菜、わざわざ釣りに行ってくださった魚、お漬物など持ち寄って
の食事も好評です。
○宣伝２１箇所、いろいろな方と会うことができました。
生活相談も寄せられました、
今日は、２９年前私がはじめて母親になった日です
ページトップへ

3/3

3/2

3/1

土

金

木

○朝から演説会の準備。いよいよ本番。
長生き節の練習心配していた花粉症の鼻炎は問題なし。
長生き節はダンシングチームが毎回グレードアップして衣装も今回は
袖が付いて華やかになりました。本番も無事終了、演説よりも緊張し
ます。
紫金草合唱団の方によるコーラスも盛り上げてくれました。
各界からの訴えもそれぞれの立場から今の政治がいかにひどいか
を語ってくれました。
西ふみ子さんの挨拶もいつも落ち着いてじっくり聞かせてくれます。
いよいよ私、２０億のビデオを上映した後から訴えさせていただきまし
た。私の中で県政を変えて生きたいという思いが強い分だけ聞いてく
ださった方に伝わったか、帰るときには良かったよと声をかけてもらい
ました。
中村さんもいつも心に届くお話です。山下さんはスカッと聞かせてく
れます。この力でがんばりましょう。
今日は、なっチャンの初節句、親戚が集ってお祝いしました
○王寺駅早朝宣伝
○演説会お誘い
○県議会一般質問
○奈良の名水問題,宇陀市から４箇所推薦が上がっている問題で名
水にふさわしいかのチェックをしてもらうように依頼。
○厚生委員会
○王寺駅夕刻宣伝
○演説原稿整理
○畠田駅前早朝宣伝、金田議員と
○演説会のお勧め、赤旗拡大日刊新聞が3部ふえました。
○集金
○県議会、本会議代表質問、

娘の手作りの散らし寿
司、ピザ、ケーキ。ハマ
グリのおつゆ,ぬた、菜
の花のおひたし。タンド
リーチキン

玉子焼きウインナ春巻
きえびとイカのの炒め
物キャベツ、塩昆布、
始祖のふりかけ
ハルちゃんは恐竜に
夢中です。
ズボンの後ろに洗濯
バサミをつけて本人

○環境廃棄物対策特別委員会
○県議団会議
○電話かけの応援に羽曳野から来てくれました。ありがたいことで
す。
演説会の成功にとみんながんばってくれています。
みんなでやっているという思いががんばれる力になって、周りに広
がり、それで私もがんばれるという相乗効果を生み出します。
○生活相談・・・2件

はすっかり恐竜気分
ステゴザウルスとか
トリケラトプスとか名
前を覚えるのが大変
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