日記 ’07-05月

（2007）

5月

ご意見やご要望は
こちらのメールで

1月 2月 3月 4月
●知事が五条の自衛隊誘致問題で、久間防衛庁長官に一緒に五条

5/31 木

5/30 水

に行きましょうということが新聞に報じられた問題で、平和委員会が反
対の意件を知事に要望するため申し入れを行なうことになり同席しま
した。
●厚生委員会の打ち合わせ。
●五位堂のエレベーター設置に関し、福祉政策課から意件を聞きまし
た
●どうなる医療制度改革と負担増の学習会に参加。
本当に大変なことになります。大本から変えないと個別の課題のも
ぐらたたきでは間に合いません。
●金田議員と赤旗新聞のお勧め。王寺民報をずーと綴じて残してくれ
ておられる方が応援しています。協力しますと新聞をとってくれること
になりました。
日刊１、日曜版１、民報１が増えました。
朝から雨でした
●２０億問題。
車の修理、選挙中に狭い道でこすったりへこんだりしたのを修理し
てもらうことにしました。
いま車が売れなくて中古車センターの人が自殺に追いやられている
そうです。インターネットに中古車を掲載、それを見つけた人が全国ネ
ットで必要な車を買いに来るそうです。奈良県は景気が特に悪化して
いるようです。
また排気ガスの基準を超える大阪などの車については奈良県では
現金を持っていないのでなかなか売れないとのこと。勝ち組負け組み
で格差が広がっています。
●広陵町長に当選後はじめて挨拶に伺いました。

5/29 火

5/28 月

町長室の入り口に、今井県会議員ご当選おめでとうございますと書
かれた大きな張り紙。秘書課の方々が拍手で迎えてくれました。
町おこしにいろいろ苦労されているようです。
香芝の警察署が出来ることでこれまで高田警察がエリアでしたが香
芝と広陵が香芝署管内になります。公共交通もなく不便との意見も聞
かせていただきました。
図書館の駐車場有料化問題では住民から使いにくいとの意見が出
ていることも伝えました。
又町の行事は、案内をしていただきたいと要望しました。
●五位堂駅前早朝宣伝，藤本みや子香芝市議と
日本共産党とはこんな政党ですのパンフレットを配布
●人権と部落問題の原稿
●６月１２日の演説会の案内テープ作製
●２０億問題
●奈良県医療推進協議会から決議が送られてきました。
内容は日ごろ共産党がいっていることと同じ
医療費財源確保、患者負担増反対，医療の格差是正高齢者の種の
入院施設の削減反対
これを本当に実現するには教唆暗闘を伸ばしてもらうのが近道です。
●王寺駅早朝宣伝
●各派連絡会
●各派代表者会議
●議会運営委員会
●県議団で、議長と、議運委員長に議会運営について申し入れ
●国保病院跡地問題
●近鉄五位堂駅のエスカレーター問題
●橿原運動公園のグランド問題
●桜井産廃問題
●地方議員団会議
●県議団会議
●懇談会

今日は１日中びっしりのスケジュールでした。お疲れ様でした。
松岡大臣の自殺はびっくりしました。疑惑の渦中の人が自殺されるこ
とはいろいろありますが本当に責任を取ることを考えるなら知ってい
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り、鶉卵の串刺し小松
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ウマイ。わさび昆布梅
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広陵町の靴下

近くのテイクアウトのカ
レーを食べました
お店を始めて３年にな
るそうです
とてもおいしいですよ

玉子焼きから揚げ。キ
ャベツスナックえんどう
梅干、ごま塩

ることをすべて明らかにすること、誤りは繰り返さないことが大事で
す。

●朝から健生会第２０回健康祭りに参加しました。

大変な晴天で、たくさんの人がでてにぎやかな祭りになりました。
中村あつこさんと、松下事務長とともに各テントにあいさつ回り。い
ろいろなバザーもでて，一回りしたらお買い物袋にいっぱいでした。
孫とミニSLにのりましたが、もしストップしたらどうしようと心配でスリ 憲法９条シール投票と
あつ子さん

5/27 日
ル満点でした
広陵後援会の焼きそばも人気があります
中央舞台では毎年にぎやかになりますが、今年はフラダンスを踊る 全体会場もぎっしり
さまざまなグループが登場きれいなドレスに年齢も若返って素敵でし
た、今度からと友の会のサークルにフラダンスが加わるとのこと。
我が家の町民農園にはじめていってきました。まず土作り。畝を耕
しましたが、長靴が泥だらけになって形だけはすっかりお百姓になり
ました。
うたごえ祭典成功させ
ましょう
ページトップへ
●奈良県自閉症協会第１０回総会に列席しました。

5/26 土

記念講演はよこはま発達クリニックの内山登紀夫先生でした。
実践的で具体的な方法をスライドを使って説明していただきました
自己効力感の大切さが何事にもいえると思いました。自己に与えら
れた課題を達成することができる。努力は報われる。
自分にとって大切なことが達成できず困ったときには他者に支援を
求めることが出来る。これはやめておく休憩するなども方法とのこと、
自分自身をコントロールできる。
てるおかいつこ先生も自分の力で変えることが出来ると確信したと
きに希望ややる気が湧き出てくるといった話をしていましたがまったく
共通します。
詰め込み教育や競争社会の中でより高いものを求められ。出来て
いることでも達成感を感じられず常に追いかけられているような現代
社会の中で、一人一人に会った出来る目標を設定すること。ほめるこ
とが自身や新たなスッテプにつながって行くような気がします。
●生活相談、１件
●近鉄への申し入れの件。五位堂駅に申し入れ先を聞きました。
●流しテープの原稿を検討、過労死ラインは週６０時間以上とかそれ

玉子焼き、ブロッコリー
とウインナの炒め物、
塩さば
小松菜と厚揚げの煮
物、トマト。梅干ごま
塩、塩昆布

以上働く人が752万人、愛知県の人口です。
この国はやはり変です、みんなくたくたで自信も希望も失っていくの
は当然ではないでしょうか。
●十津川を出発、旧大塔村役場を訪問、合併後住民サービスは守っ

5/25 金

5/24 木

ているとのこと、職員は半分が出先に変わり実際は前の半分、敬老
会などが合同になったため往復３時間もかけて演芸を見に行くという
のは参加しにくくなったとのこと、孤独死については住民の自主的な
見守りが行われていて発生していないとのこと、
３年前の地すべりの工事が行われていました、来年に完成予定との
天川村にて
こと
山から杖を付いておば
●天川村、宣伝２箇所、住民がでてきてくれて聞いてくれました。村役 あちゃんが応援に来て
くれました、おじいさん
場訪問。
●黒滝村訪問 小学校の体育館が集製材で作られていて全国初との も家から応援、お礼に
こと見学させていただきました。お寺の天井を思わせる立派なもので 行くとじいちゃんすぐ忘
れるといわれておじい
した
さんはニコニコ
みんなが認め合ってい
●２０億弁護団事務局会議
る暖かさを感じました
●議会が朝１時まで行われ、帰宅
●吉野郡に中村あつ子参議院予定候補と自治体訪問とキャラバン宣
伝に行ってきました。
途中で国保診療所があり挨拶に行ってきました。
●野迫川村役場に11時、村長さんと懇談、人口６００人、高齢化がもう
じき５０％になるとのこと、生活圏は高野山の方面、医療は五条病院

や高野山病院。
林業が衰退していて、税収は１億、村の年間予算１４億、国の交付
税に頼るところが大きい。鳥獣被害が深刻とのこと
●その後十津川に向かいましたさすがに睡眠不足で宣伝カーの中で

ぐっすり、起きたら役場前でした。
村長はじめ３役の方々と懇談、人口４選数百．村中をまわっるのに 中村あつこさんと野迫
３日間もかかるとのこと、住民込んだ猪飼を開いて地域福祉政策を住 川村で宣伝
民の知恵を借りて策定中であるとのことでした。おおあざ５４、小字が
２００、葬式を出すのも単位を広げないと出来ないとのこと
世界遺産登録後は登山客など増えてきているとのことです。
山がこのままでは守られないと危機感を感じておられます。昔のよ
うな山津波が来てもおかしくないといわれていました。昨年２２０件救
急出動のうち村内で対応できたのは１５％。土曜日祝日が医療の空
白になるとのことです
懇談後宣伝していたら年輩の男性が共産党応援しているとでてきて
野迫川村国保診療所
くれました。
の前で
●介護保険のケアマネの専門研修制度で奈良県では１０回研修の日
程が決まっていない。予定が立ちにくい。子どもの病気などで出席で
きないと又１から受けなおし、研修費３００００円。また主任支援専門
員の場合はその研修も決まっていない上に。専門研修を受けた人で
なければ主任になれず地域包括支援センターには主任ケアマネを置
くことが義務付けられていて親の介護など続けられなくなったときにす
ぐに後任が見つからないなどで現場の深刻な実態を聞きました。
●世話人会

新人の議員が無所属から新創ならに会派の変更をした
との報告がありました。
会派届けは５月２日に締め切りでそれにあわせて部屋の配置など
が決まります。私は５月２日までに明らかになっていれば議会の部屋
の変更工事は必要なかったのではないかと質問しました。
5/23 水
●１時本会議開会、休憩、議長選挙、辻本議員２３票,秋本議員２１

票。副議長，中野まさふみ議員２３票，田尻巧議員１６票山村幸穂議
員５票
委員会の所属では、最終決定前に共産党への確認がないまま世話
人会のテーブルに他会派はすべて合意の下に提案がされました。

5/22 火

自民党が、委員会の希望調査を提出するに当たり、自民党以外はす
べて会派内調整の上ででてきたのに対し、自民は文教希望する人は
０厚生は１人だけと偏りが見られ、その調整に時間がかかっていると
思っていたら、自民党の決定がすべての決定であるかの様な提案に
は合意できない。これまで代表会派で相談していたが共産党を排除
したことは認められない。20の正副委員長ポストがあるので議席に応
じて役職ポストをきめるべきと主張。
今日は暑い１日でしたがとてもさわやかな日でした
●新婦人の班ニュースを作成してお届け
●高倉昌冶さん７９歳の葬儀に参列、平和と民主主義のために一貫し
てがんばってこられた人生であったことを改めて確認しました。いろい
ろお世話になりました。心からご冥福をお祈りいたします
●特許の申請について、なかなか難しいことを実感。地震で壊れない

5/21 月

家を作りたいという思いが実現できるよう、大きな宿題をもらいまし
た。
●生活相談・・・老人会入会問題１件
●県議団会議
●世話人会
臨時県議会開催日、２３日まで３日間です
役員選出が主な内容の議会です。
国民保護法に基づいて広陵町ではマグニチュード７を想定した地震
と、直後に竹取公園で悪臭がして被害者がでてテロ組織からの犯行
声明が出されるという想定の訓練が行われるとのこと。
馬見南とみささぎ台の住民が訓練の対象となります。
竹取公園のある地域とは違います。地震直後のテロ声明という設定
も、関東大震災の直後に震災の混乱の中で流言が発生し、不安にお
ののく人々が自警団を結成して朝鮮人を殺害、社会運動家も弾圧さ
れていった苦い歴史をよみがえらせるものでぞっとします。
●県の担当課に確認、町が自主的に行う訓練とのこと。国民保護法
の４２条に災害訓練と国民保護訓練を一緒に行うとのことが明記され
ているとのこと。
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災害訓練の必要を感じて参加する住民が、結果的にはアメリカが起
こす戦争に巻き込まれたときを想定した有事立法の一環である国民
保護法の元に、知らない間に戦争に協力させられるという恐ろしい事
態です。
戦争の作り方の本には、みんなで普段から戦争のときのための練
習をします、何か変だなって思っても、どうしてって聞けません、聞け
るような感じではありません。と書かれています
憲法９条を変えていこうという危険な動きがある中で、戦争につなが
ることはちいさな芽のうちに言うべきことは言っていくことの大切さを
実感しています。
●中南和地区活動者会議
●お通夜
●第58回奈良県体育大会北葛城郡予選大会開会式が、広陵町健民

5/20 日

グランドで行われ参加しました。７百数十名が参加とのこと，挨拶をさ
せていただきました。
健生会辰巳専務理事のお母さんが亡くなられて葬儀に参列、102歳
でした。１世紀も生きてこられたというのはすごいことです。私もその
つもりでいけばまだ50年あります。
さあどんな人生を送ろうか,まだまだこれからと思ったらちょっとわくわ
くしてきました。
昨日お見舞いに行った方が、今朝お亡くなりになったとのことです
●奈良県の周産期医療問題について研究しておられる方さんから資
料が届き御礼の電話をしたところ、子どもの心と体の問題など話が弾
んで長電話になってしまいました。
●広陵町後援会ニュースの原稿
手紙２通
友
はるちゃんがザリガニとタニシを取ってきました。
人からメロンが届きま
みんなのいる部屋に持っていこうとしたらお父さんからタニシご飯とザ した
リガニチャーハンにしようといわれて大泣き。玄関のところでよーく観
察していました。ザリガニはバックオーラーイちゅんねんとせつめいし

てくれます
ページトップへ
●第４回中央委員会総会報告、志位委員長の報告ビデオを見まし

5/19 土

5/18 金

た。 格差と貧困、憲法改悪反対など住民の暮らしと結びついた要求
運動。２大政党論のごまかしを打ち破っていく問題.などわかりやすい お昼はカレーを作りま
報告でした。さあこれをどう実践していくのか。参議院選挙は正念場 した
です。
ハルちゃんと相撲をと
りましたハルはあさちょ
●特定医療法人 健生会 評議委員会に参加しました
介護保険や医療改悪の影響は経営を脅かしていますが、職員の団 うりゅう。ばあばはこと
結や、地域住民患者さんと一体になってがんばっている様子がわか おうちゅうです．
テラノザウルスにさせ
りました。
られたりたいへんです
●Тさんのお見舞い、
●懇親会に参加、うたごえ祭典の訴えが行われて元気が出る楽しい
懇親会でした
●王寺駅早朝宣伝，幡野議員とともに
●県議会当番日
●資料の整理
●畜産公害問題を担当課からレクチャーを受けました。
公害指定地域外のため公害基準は関係ない、又畜産の糞尿処理
も法道理に実施、にもかかわらず地域からの苦情で移転する場合も
何の支援もないとのこと。なかなか難しい問題です。
玉子焼き、スナックえ
んどう、ちくわのチーズ
●警察の機構再編について、答申が出され説明を受けました。
まき、ささみのフライ、
●国民健康保険問題についての会議
から揚げ、イチゴ
国保引き下げの大運動を勧めていこうということになりました。
梅干ごま塩塩昆布
憲法学習会の講師依頼あり、人前で話すことが自分にとって一番勉
強になります 忙しくなるのがわかっているのに受けてしまうのはなぜ 毛筆で手紙を出したと
ころ、筆を頂きました
でしょうか。
●河合診療所友の会、地域の中で一人暮らし老人が増えています、

自分のことが出来なくなったときの不安を感じているためそのようなこ
とが話し合えたらと意見が出されました。高齢化は深刻です。

●高次脳機能障害あすかの会が県の障害福祉課、健康増進課に挨

5/17 木

拶と懇談のためこられ同席させていただきました。交通事故などによ
って手術などは成功したものの、さまざまな障害が残るとのこと。重度
だから大変で軽度ならいいのかというと軽度は本人の自覚も弱く、出
来ないことも出来ると思い失敗する。又記憶障害で過去の記憶が共
有できないなど仕事面の困難はもちろん家庭でもさまざまな問題があ
るなどいろいろ教えていただきました。
県では実態調査の報告を７月ごろをめどに行いネットワークを構築し
たいとのこと。又、会では７月に２泊３日の研修会を心理学の先生を
まねいて行うなど、県にも協力をしていただきたいと要請を行いました
●２０億の会打ち合わせ
●桜井土木に昨日の１６９の歩道の改善を要望、橿原の竹森議員か
らも話を聞いており現在どのように改善できるか
図面を作成中とのことでした
●生保の障害者加算の件、加算をつける方向で準備中だったとのこ
と
●畜産公害問題担当課に要請、調査しておくとのこと
王寺町吉川議員と広陵支部のご苦労さん会、ピアノコンサート。吉川
議員はピアノが得意ですばらしい生演奏をしてくれました。映画音楽
のメロディを聴きながらおいしいシフォンケーキとコーヒー，ゆったりし
たひと時でした。私も戦争の作り方の紙芝居をさせていただきました。
王寺町は共産党の議席占有率が県下で２番目という町になりました。
選挙は支部が主役を実感しました
●お話ローソクの会原稿、
●王寺民報原稿

玉子焼き、つくねボー
ル鳥ハム、カタクチイ
ワシ小松菜と油揚げの
おひたし、マカロニサラ
ダ

ピアノを演奏する吉川
議員

手動式のオルゴール
●王寺町橋の裁判傍聴

5/16 水

5/15 火

今回は役場の担当職員さんが証人に立ちました
橋の利用見込み数値の積算根拠が北側の再開発道路の影響を含ん
でいるのかいないのか
また費用対効果についても低く、橋の金額が急に増えた
理由、橋自体は１４億円かかることが明らかにされました
控え室が引越しし新しい部屋に入りました。書類がダンボールに山積
みです
●橿原の平井病院前の薬局のまえの道路が傾斜がきつく車椅子の
人が通れないため車道に出ざるを得ないが、車道も狭くて交通量が
多く危険とのことで、竹森議員と住民の方と一緒に現地調査。歩道も
電柱が出ているため７８センチで車椅子が通れないとのこと。調査中
にベビーカーの人自転車の人が通りましたが危険です
●飛鳥資料館で開会中のキトラ古墳からはがされた玄武を見てきまし
た．石室からはがす作業をビデオで見ましたが
筆の刷毛でソートとって、ゆるいドライヤーのもので風を送り上の粉を
飛ばします。もろくなっている壁画を保存するためにレーヨンをはって
いきながらの大変な作業。ビデオを見ているだけでもはらはらどきど
き、実際された人はどんなに気を使って作業したでしょうか。亀に蛇が
まきついて蛇と亀がにらめっこをしていて高松塚にも同じような模様
がえがかれているようです。その表情がとても生き生きとして１３００
ねんもまえのものであることを忘れてしまいます
民営の近くの駐車場に入れてお金を払おうとしたら、県会の先生です
やろ、資料館に入れさせてもらいなはれといわれて資料館の前でいっ
たら案内してくれました
２７日まで、今度はいつ会えるかわかりません。まだの方は必見の価
値があります
●赤旗の配達の件で訪問
●生活保護の障害者加算
●占いの件
●後期高齢者医療について
●中南和地区勤務員の歓送迎会吉野のかわらでバーベキューにさん
か。かわらにはこいのぼりが気持ちよさそうにそよいでいました
大滝ダムの工事の影響で水がにごり川が汚れているとのことでした
西和養護学校を視察させていただきました
●上牧高校が廃校になり、その後を養護学校に改築利用
プールの新設エレベーター、バリアフリー。又階段の段差も小学生で
も使えるように低くしていました。グラウンドや外回りなどペンキがは
がれていて、もう少し整備の必要性を感じました
●生活相談
融資制度について
●大滝ダム工事について
●憲法についての講演依頼
●王寺民報原稿依頼

玉子焼きと鳥のフライ
アジのから揚げこまつ
なのごまあえ煮豆梅干
ごま塩

橿原、平井病院の薬
局前の補導

玉子焼きウ、きゅうりウ
インナ鶉の串刺しポテ
トサラダ、人参ちくわ鶉
の煮物
梅干

●お話ローソクの会原稿依頼
●県議団会議
●荒井知事へ共産党県議団として申し入れ、初めての申し入れでした

が予定時間を延長して知事の考えを聞かせていただきました
●本日憲法改正手続法が参議院で可決

5/14 月

5/13 日

最低投票率も定めず、公務員の運動を規制し、公聴会も開かないの
は異常です。
憲法と、法律とは違います。最高法規だからこぞ、国会議員の３分の
２以上、国民の過半数ということが定められているのです
参議院選挙では日本共産党の議席を大いに伸ばしましょう
不破さんの憲法問題の論文を学習、今の日本の政治がいかに愚か
な流れになっているかが良くわかりました
●支部代表者会議,一斉地方選挙でそれぞれの支部がさまざまな工
夫をして励ましあってたたかったことが次々と報告されました
●大学時代の友達が薪能を見に来たついでに明日香で会うことにな
りいってきました
卒業から３０年ぶりにあった友人も当時と変わっておらず
それぞれいろいろな人生ですが、社会福祉は人間を大切にするもの
だと教えられた福祉の原点が共通認識で、３０年も時間があいていた
のがうそのような楽しいひとときでした。ことだまという喫茶店でランチ
を頂きましたが、民家を改造した落ち着いた空間と、新鮮な材料、懐
かしい器やおいしいお料理を頂きました
●奈良県母親大会５０周年、大和郡山城ホールでおこなわれ、友人が
京都から新幹線で帰るので一緒に電車で郡山に行きました
輝峻淑子山の記念講演を途中から聞かせていただきました、これか
らどうなるわたしたちのくらしと題してとてもわかりやすいお話をしてい
ただきました
戦前の教育勅語はいろいろ書いてあったがうそを付いてはいけない
とは書いていなかった。戦争はうそだらけ、今世界中で情報操作のた
めに莫大なお金が使われ、広告代理店が大もうけをしているなど。国
民が真実を知っていくこと、間違った情報は正していくことなど、なる
ほどと思うことばかりでした

玉子焼き、ごぼうサラ
ダ小松菜の胡麻和え
肉団子、ちくわのきゅう
り、チーズ詰め。梅干、
こなすのからし合え塩
昆布、ゴマ

今
日は母の日オレンジの
パラソルとオレンジの
帽子をプレゼントしても
らいました

ページトップへ
●家の片付け
●ハルちゃんが母の日の絵を書いてきてくれました

5/12 土

5/11 金

5/10 木

ハルとばあばとのこと、ちゃんと顔になっていました
●精神障害者家族会総会、大和郡山三の丸会館にて
今年からｎｐｏになったとのことです。精神障害が増える中で誰にも相
談できずに困っている家族の人を支えることが重要です
●女性センターでホスピス学習会と手帳に書いてあったのでいきまし
たがやっておらず、私の書き間違え立ったようです。その代わり興福
寺の横をとおたら薪能の準備をしていて始めて場所を知りました
●次女に誕生日プレゼントを届けにいったところ母の日におしゃれな
帽子をもらいました
●河合町ご苦労さん会、２議席ならずで残念でしたが、４年後目指し
てがんばろうと楽しいひと時でした
●議員団会議
●全員協議会、知事並びに理事者と,議員の初顔合わせです、席順は
選挙区ごとの当選順位順でした
荒井知事の挨拶のあと呼ばれた順に起立して挨拶
大きな声ではいと返事をする人、自分の名前を言う人、私はよろしく
お願いしますと挨拶
●全体写真、みんなが並んでいる様子を水筒を持った女の子が珍し
そうに見ていました。
●各派代表者会議,特別委員会の名称変更、國際文化観光委員会で
良いと主張しましたが、１３００年が入ることになりました、
幹線交通は。幹線・交通委員会を主張。これで合意となりました
●世話人会
●議員９条の会にさんか
奈良の昔の話を聞きました、
占領軍の元で全国に３箇所しかなかった療養所がならにあって風紀
がみだれっると大きな反対運動が行われたとのこと。当時西部劇に
出てくるような町に、アメリカのやくざと日本のやくざがいたとのこと。
戦争にまつわる話を次回勉強することになりました
●生活相談、労災認定について
奨学金について
昨日とはかわって、突風のふく寒い日となりました
●ホームページの更新。
●他府県の常任委員会や特別委員会の調査

焼肉、小松菜のからし
味噌和え。焼きしいた
け玉子焼き、梅干、塩
こぶ、ごま塩

玉子焼き、しいたけと
小松菜の中華いため
焼きビーフン、イカのて
んぷらウインナときゅう
りの串刺し、ポテトサラ
ダ
しいたけ昆布、梅干

●中南和地区委員会常任会議
●王寺町ご選挙ご苦労さん会

5/9

5/8

5/7

5/6

水

火

皆さんがカラオケが上手でびっくり
●五位堂駅前早朝宣伝
●各派代表者会議
●控え室の片付け
新しい控え室の場所が決まりました。引越し作業が大変です
●生活相談１件、医療訴訟について

最終日淡水というところに行って来ました。
今回はツアーで同じホテルに４組の夫婦がご一緒でした。
すっかり仲良くなってそんな出会いも旅の面白さです。
無事帰宅
又明日からがんばります。

月

故宮博物館を見学。建物が近代的だったのにはおどろいました。
展示物が多くてとても見切れませんが、ガイドさんに主なところを案
内していただきました。
焼き物など日本の古伊万里など日本の文化も影響を与えていまし
た。
龍山寺、色鮮やかな色彩の建物です。
忠烈詞にある建物には、沖縄の首里城にあるものとよく似ていて同
じ文化があることを感じました。
台湾は植物の種類が豊富なところだそうです。
お昼は世界１０台レストランといわれている,。飲茶レストランに、最初
の小さな肉まんのようなものはおいしいと思いましたが、後のものは
まあまあというかんじ、次々とお客さんが来るのであわただしい感じで
した。
夜は夜店に行って来ました。
バイクに一家４人が乗っていたり、みんな大きな声で早口で話すの
でちょっと見るとけんかをしているようですが。会話をしているとのこと
果物大国で酸味の利いた果物がたくさんあって私にはちょうどいい
味でした。

日

今日から夫と台湾に旅行
関空出るときは雨でしたが、向こうについて曇り、夕方から晴れてきま
した。
九フンという、昔の金鉱の町、今はレトロな観光地に行きました。山
の斜面の急なところに階段の道があり所狭しといろいろな商店街が
並んでいました。
どこからどこまでが家でどこから、よその家なのかまったくわからな
い路地裏、しかも目の前は太平洋が面しています、ガイドさんが何度
も着ているが夕焼けを見たのは２回目というくらいラッキーでした。

夜店で買ったいろいろ
な形のカステラです
大人気で並んでいまし
た

ページトップへ
5/5

土

こどもの日
今日は家族サービス、子どもたちや孫と一緒に奈良に食事に行って
来ました。新緑のなら公園はとてもさわやかでした。
鹿が見たいのに、怖くてハルちゃんも、ももちゃんも抱っこしてもらっ
ておせんべいをやっていました。
それまで知らん顔していた鹿たちが、おせんべいを見たとたんに近
づいてきました。
佐藤まさひこさんの掛
奈良公園の奥座敷にある馬の目というところで食事をしました。一 け軸
品一品丁寧に作られて素材もよく皆さんに喜んでもらいました。
●生活相談・・・３件

医療過誤について・離婚の調停について
精神障害者の医療費の軽減策について

馬の目の窓から見える
新緑

当選のお祝いに次女f
夫妻とおかあさんから
花束をもらいました、
黄色を中心に前進を
表現しているとか
●母と久しぶりに外出。掛川のお城祭り

山之内一豊と千代に扮した子どもが行列、バザーや、大道芸など、大
勢の方が楽しんでいました。

5/4

金

駅前では着物学院の若い女性が帯をさまざまな花に見立てて結び
とても豪華ででした。
掛川にちょっと寄って浜松に行きたいとの希望で、浜松に
ハーモニカコンサートでは懐かしいメロディに満席で立ち見が出てい
ました。
浜松出身の映画監督、木下恵介記念館に行ってきました。
７０歳以上は無料、入館料１００円、木下監督のビデオも館内で自由
に見られるとあってなかなか良いところでした。
「人の世の、喜びも悲しみもしみじみわかる人間になっておくれ」 木
下恵介
●Oさんの仏前に当選の報告。

最後の言葉が今井さんがんばりやと手をぎゅっと握ってくれました。
一人で宣伝していたときも、寒くてもう止めておこうかと思ったときも
「がんばらなあかんで」と声が聞こえてきました。
●広陵町文化協会の展覧会に参加。お薄を頂きました。ご近所の方
が着物姿でお抹茶を運んでくれてみまちがえてしまいました。
●石垣スエノさんの葬儀、奈良県で始めての日本共産党の議員でし
た下田公民館に列席、９９歳見事な生き様でした長い間本当にご苦
労様でした、いろいろ有難うございました。
5/3

木

●午後から県の文化会館の憲法学集会に参加．鈴木良先生にお話

を聞きました、世界全体が今戦争に方向か平和の方向かを見ていく
ことが必要とのこと。９条を守ってこそ日本の本当の値打ちがありま
す。
大急ぎで電車に乗り帰省。近鉄特急で隣り合わせた和服の年配の
女性に、今日は何かあったんですかと話しかけたら、東大寺さんのお
茶会の出席するので東京からこられたとのことです。５月２日の聖武
祭のことなど話が弾みました。
●中学校の３年２組の同窓会に参加。卒業以来はじめて会う人もい

5/2

水

て、すぐに昔にタイムスリップが出来楽しいひと時でした。
●県議団会議
●各派代表者会議,今日で議員の会は届けが締め切られました
日本共産党は第３党になりました
●生活相談・・・デイサービスについて・医療費について高額医療費問
題について・老人会の加入について
●県のプールに障害者割引がなく、個人情報保護の時代に

玉子焼き、すき焼き
利用者の住所氏名を書くように求められたとのこと
切干大根の酢の物
●天理の道友社で行われている早瀬さとこ展を見に行ってきました。
小松菜のおかか和え
今回で６回を数えます。若き詩人、彼女の成長過程を見るのが楽し ブロッコリーのサラダり
みです。

天理の商店街でばったり、今井先生と声をかけられました。
んご、梅干ごま塩塩こ
以前、卒業式をしないままに卒業した、子どものために何とか卒業式 ぶ
をとお願いしてたった一人のために開いていただいた校長先生でし
た。
天理の商店街は、何でもありそうなところで大好きです。
●県委員会総会に参加
朝から雨
●雨のメーデーは久しぶりです、壇上で、参議院予定候補の中村あ

5/1

火

つ子さんが５人を紹介
今回は３２人が当選、奈良県では６５人の共産党議員団となりまし
た、議席占有率も１０％を超えるという大きな躍進でした。
宣伝カーからメーデー参加者に手を振って激励。皆さんとても嬉し
そうでした。５人への期待をひしひしと感じています。
●赤旗のお勧め、県議団は目標達成です
●中村敦子さんの事務所開きに参加の予定でしたが，いまい事務所
の引渡しのため顔だけ出して失礼しました。
いろいろ持ち込んだり，はじめからあったものなどを確認して、持ち
帰ったり。又戻したり
ご近所へ挨拶などこれでやっと終わりました。

恐竜弁当です
玉子焼き。小松菜と
ハムの炊き合わせミ
ートボールしゃけ煮
豆、りんご
梅干,のり,を恐竜に
しました
ページトップへ

