
　 日記　’08-01月　　

　（2008）1月 
ご意見やご要望は
　こちらのメールで

12月　11月　10月　9月  8月  7月

・・・・6月　5月　4月　3月　2月　１月

1/31 木 
 

●河合町南口議員、支部の方と一緒に赤旗のお勧めと入党のお誘い
に行ってきました。
　今の政治のあり方に疑問を持ち、昔ご主人のお父さんが自民党の
人を応援していたけれど、いつか共産党の世の中が来るといってい
たそうです。友人と一緒に考えてくれることになりました。
　年金暮らしが大変で赤旗を止めていた方にお勧め、日曜版８００円
でよければと購読。日刊新聞を止めていた方のお勧め、いろいろな意
見を知っておくことが大切と購読。
●高額医療の問題などの相談がありました

●健生会友の会拡大３役会議
●しんぶん赤旗の集金
　お通夜に参列
　84歳男性、戦争体験のまとめを頂きました。平和を心から望んでお
られた方です.。お写真がとても素敵でした。

1/30 水 
 

　朝から富士山が見えました、駿河湾の静かな海と伊豆半島が見え
るすばらしい眺めでした。
　母の商工会の脱退届けや、公共料金の手続き、住所の移転届け、
などなどいろいろあって大変です。
　商店街がシャッター通りになってきて寂しい限りです。

　

朝焼けの富士

1/29 火 
 

実家の片付けのため帰省。とても寒く、山々に雪がかぶっていまし
た。
閉店間際の手作り蒲団の配達が残っており、最終片付けです。
店員さんにもお礼、永い間本当にお世話になりました。
母の実家に挨拶に

母が富士山が見たいとのことで焼津に泊まりに行きました。

1/28 月 
 

●朝から近畿運輸局、厚生局、通産局に、近畿ブロックの国会議員予
定候補、地方議員で原油高騰問題の交渉に行ってきました。
　ﾄﾞｲﾂのサミットでヨーロッパ諸国などが、石油を投機対称にすること
を制限しようという提案に対し、日本の政府は自由経済の妨げになる
として反対しました。
　そのことが自国の経済に大打撃を与えていることが、各地の調査で
次々と明らかになりました。

　トラック協会は荷主に転嫁できず、国の近緊急対策では高速道路
の深夜割引を０時から３時までを４時まで延期としましたが、その時間
に労働を合わせられるので安全面でも深刻です。
　又、事業主も割増賃金を払う余裕もありません。実態を無視した内
容です。
　バス路線の赤字も自治体にもバス会社もどこもこの負担を担えない
情況です。
　国では燃費の良い車を買う場合の助成金を出すことを新規予算の
盛り込みます。又、地域交通対策の予算も増額されます。
　自ら規制緩和で赤字路線を廃止してきた付けを、又国がかぶらね
ばならないことになり、政策の失敗が明らかです。
　福祉灯油では、生活保護家庭も対象としての収入認定はしないこと
を言明。
　灯油も買えず蒲団に包まってテレビの灯りで暮らしているなど、深刻
な実態が次々出されました。
　原油高騰の時期にガソリンスタンドがつぶれています。
　輸入元が直営のスタンドを作り、そこに入れる価格は安く、一般のと
ころは高くというやり方をしているとのこと。
　許せません
いろいろなことがとてもよい勉強になりました。

難波の宮跡地、復元
遺跡の前で



1/27 日 
 
●上牧町石丸町議と赤旗のお勧めに
　日曜版が１部増えました。国保の署名に協力してくれました。
　もうこんなひどければ生活できません、がんばってくださいと激励さ
れました。
●灯油の高騰による影響調査
●生活保護家庭に聞き取り
　１月に３本を購入。昨年の２倍１９００円、それだけで６０００円はか
かる。生活保護の冬季加算は２５００円。とても足らない。
　食費を切り詰め、お茶漬けで済ませることもしばしば、歯が悪く胃が
いたい。
　年金で一人暮らしのところでは、朝だけ少しストーブをつけるだけ、
コタツで我慢、影響といわれても灯油を買うことも出来ない。

明日の通産省の交渉に反映させたいと思います

ページトップへ

1/26 土 
 

●新婦人班会議
●王寺町年金者組合新年会参加
　長年の知恵と経験のものすごいパワーを感じました。

●上牧町財政説明会２０００年会館にて
　上牧町の財政が破綻寸前になっており、住民の体育館やグランド
の売却、保育所の民営化などの財政再建計画が説明されましたが、
土地開発公社の所有地が未使用となっており、抱えたまま銀行の金
利がかさみ土地の価格も下がっていることから、赤字分が町の財政
を圧迫している問題などに住民の関心が集っていました。

　大元には地方切捨ての三位一体改革や交付税削減がありますが、
それぞれの自治体で、それぞれの現れ方がされています。
　共産党は国のやり方がおかしい、といってきましたが賛成してきたと
ころがにっちもさっちも行かない状態になっており、しかもこの場に及
んで情報公開がなされていないことに疑問を感じました。

　住民からたくさんの意見が出され関心の高さを感じました。
１．徹底した情報公開と、２住民合意、３責任の明確化
が必要ではないかと思いました。

1/25 金 
 

●議会当番日
●県議団会議
●議会準備について
●田原本の県営住宅の現地調査
　入党のお誘い、以前からお誘いしたかったのですが、声をかけたら
２人そろって入ってくれました。

1/24 木 
 

●中南和地区常任会議
●新春の集い
　大和郡山城ホールで開かれ会場は満員でした。
　比例代表予定候補の瀬戸恵子さんの訴えは、迫力があり自らの震
災の被災した体験に基づいて、自民党政治の告発を行い参加者に感
銘と勇気を与えるものになりました。
　また今の政治を紙芝居にしてのまめだ井上候補の訴えもわかりや
すかったです。
●入党コーナーにいましたが、２人が入ってくれました。

1/23 水 
 
●五位堂駅前早朝宣伝　広陵町八尾春雄支部長と一緒に行いまし
た。　雨が降って傘があり、ビラを渡しても受け取りにくい状態でした
が、ご苦労様、がんばってくださいなど激励が、株価の同時下落など
なんとなく不安な情況の中で共産党の主張を聞いてやろうという人が
増えてきているような気がします。

●議会運営委員会、２月議会の日程を確認しました。
●介護保険問題
●障害者手帳の申請問題
●生活保護問題
●２０億裁判について

●漫画　蟹工船をよみました。
　小林多喜二の小説を漫画にしたもので若者の間で人気があるとの
こと。３０分で読めます。
　当時の過酷な労働が、今の無権利な労働と重なります。
　当時の政府や資本家が一緒になって労働者を搾取していることが
よくわかります。
　現場で暴力を使って労働者を痛めつけてきた責任者が最後には会
社に捨てられていきます。
　最初のストライキでは９人の責任者が殺されて、他の労働者は物も

まんがで読破
蟹工船
作　小林多喜二
株式会社イースト・ブ
レス　発行
単行本サイズのもので
す



言えない情況から全ての労働者が、今度は一緒に２度目のストライ
キを行います。みんな殺してしまえば、蟹の缶詰を作る働き手がいな
くなってしまいます。労働者の勝利です。
　今の時代に読まれていることがわかります。

1/22 火 
 

●香芝お話ローソクの会　新年会
　東京子ども図書館の松岡享子先生が６月の後半に香芝に来てくれ
ることになったそうです。
　久しぶりに参加したら顔ぶれも変わっていました。お話への思いは
同じです。
　新年会は参加者全員がお話を披露します。今回は覚える時間がな
く私は絵本「だっこして」を読みました。
　
　おかあだこが子どもをだっこして愛情をいっぱい与える話です、子ど
ものたこはお母さんに何か役に立とうと考えます。足が八本あるから
とても便利ですという言葉が繰り返されてリズミカルで、孫たちに好評
の絵本です
お話会を始めて１５年になります。一度お話リサイタルでも出来たらい
いなと思うばかりでなかなかです。

●２０億円怠る事実の確認裁判第４回が大阪高等裁判所で開かれ傍
聴に行ってきました。
　前回ヤマトハイミールが倒産しているにもかかわらず、食肉流通セ
ンターの残渣を運搬している事実を住民側が確認。
　実態を県、並びにヤマトハイミール側に求めていました。県側から
は資料が出ましたが、ハイミール側からは出てこず、顧問弁護士は次
回までには提出させると約束しました。
　次回は３月１７日。次々回は５月１３日１時３０分になりました。

1/21 月 
 

●大輪田駅前早朝宣伝、朝からあたり一面銀世界でした
　奈良がこんなに美しいところだったのかと感動しました
●宣伝テープの吹き込み
●広陵９条の会の１周年記念のお誘い
●県立医大の眼科がいっぱいで朝から行くと終わりが４時だったとの
こと、一度診察を受けて議会で取り上げて欲しいと要望を頂きました。

●医大を訪問。看護師不足は医療を左右する大問題です。
●河合町教育委員会と懇談。
　学校給食に原油価格の高騰がどのような影響を与えているかを伺
いました。まだ具体的にはでておらず今後心配されるとのことです。
自校方式で地場の野菜や果物を使っています。
　又給食費未納問題はないとのことでした。学校給食に対する助成は
以前米や牛乳などにでていましたが、今ではもうなくなっているとのこ
とです。給食費は小学校４０００円中学校が４３００円ですが、町の持
ち出しは７０００万円もかかっているとのこと
●生活相談・・・２件

雪の二上山

玉子焼きウインナ、コ
ロッケブロッコリー。
野菜炒め、青菜のふり
かけ

1/20 日 
 
朝市にいってに野菜を買って来ました。地元野菜は安くて新鮮です
●ビラまき
●広陵会議
●王寺・河合・上牧・９条の会に参加。
　大正琴とフルートの演奏、歌に続き島本幾子さんの講演を聞きまし
た。
こ　の時代に生きること、働くことと題して講演ご自身でよく調査された
内容を語ってくれました。
　今に日本は新自由主義の下にアメリカの１０年後を追いかけてい
て、労働者の解雇規制を撤廃することを勧化ている。
　今でも契約社員など期限が切れて不満を言うが、その時点が契約
が解除と也物言わぬ労働者が大量に生み出されている。
　戦争もその延長にある。労働が知らぬ間に戦争協力になることがあ
る、戦前の歴史を調べると軍需工場に赤ちゃんにお乳を飲ませる場
所があった、わが子を生かすために他国の子どもを殺す武器を作っ
ていたお母さんがいた。
　国のためには死ねないが愛する人を守るためなら血を流せるような
流れがある。特攻隊の人が実際の現場でどんなことになっていたか、
若者が命を欠けて多くの人を殺して言った。
　残額極まりないことがおきていた。これをかえる道は人を大切に思う
きもちであると島本さんは締めくくられました。
　戦争への道が急におきるのではなく日々の暮らしの延長にあること
を実感しました。

　帰りにお団子をかってきました。原油が上がって大変でしょうねと声
をかけたら、「お砂糖がどんどん上がってこまります」といっておられま

会場を飾ったお花１は
ち４００円で購入しまし

た
王寺河合上牧９条の
会島本さんの講演



した。サトウキビがバイオエネルギーに使われているのか仕組みは
わかりませんが、お砂糖というのははじめて聞きました。

ページトップへ

1/19 土 
 

●北葛城郡消防出初式、。
　河合町の健民グランドで行われました。ハルちゃんが１じいじにつれ
られて放水を見に来ました。どうだったと聞いたら保育園の消防自動
車は白いお水だったよといっていて赤や黄色に色付けされているの
が不思議だったようです。
●王寺駅前にて県議団５人が勢ぞろい国保引き下げ署名宣伝行動を
行いました。
　若い女性が寒いのにご苦労様ですといって署名をしてくれました。
　また署名を行っていた町会議員さんのところにある大学の学生さん
が先生に赤旗ぐらい読まないとだめだといわれたので赤旗新聞を購
読させて下さいと自ら申し込んでこられたとのことです。
●王寺町後援会新年会、若い人と同じテーブルになって、会話が弾み
楽しいひと時を過ごしました。
　年齢を重ねられた方の挨拶はとても人生の生き方がにじみ出て平
和であることの大切さを思いました

河合町にて
出初式放水訓練

1/18 金 
 

●県庁当番日
●人事課から県庁内の組織変更についての説明を受けました
●県議団会議
　原油高騰問題で県議団が調査を行っています。この間の報告が行
われました。
●５００グラムの命というビデオを見ました。
　大阪の周産期センターの現場で命を助けるために懸命にがんばっ
ているスタッフ、小さな命に母乳を搾って届けるお母さん、がんばって
とのメッセージ、神戸の佐野病院の三浦先生と助産師外来，自分らし
く出産したいと家族とともに新たな命を迎えるお母さん
　出産を通して家族のきずなを深めます。その一方では誰にも知られ
ず出産して誰一人尋ねてくる人もなく変えるところもない赤ちゃん。出
産の現場は悲喜こもごもです。
　三回で出産した赤ちゃんが心配停止状態でセンターに連絡が、満
床のためドクターカーが現場に行ってそこで受け入れ先を探します。
　２時間３０分かかってやっと受け入れが、その間ドクターカーの中で
懸命な治療が続き命が助かっていきました。
　見ていて胸がいっぱいになりました。
●生活相談・・・傷害事件について
●後期高齢者問題の具体的な説明について担当課に問い合わせ資
料をもらいました。
　減免制度の中に長期入院の場合という項目がありますが長期とは
９０日以上ということです。

玉子焼きウインナブロ
ッコリーイカと海老の
炒め物
野菜尾の煮物マカロニ
サラダ
しょうがの味噌漬けプ
チトマト

1/17 木 
 

阪神淡路大震災から１３年目を迎えました
　ニュースでは大災害ほど救出された人を分析すると、自衛隊や消防
ではなく、消防団や地域の人が助け出しているとのことです。
　また耐震住宅の診断を受けても実際に住宅改修をする人は少ない
とのことでした。災害弱者対策は緊急課題です。
●県自治体部会
●健生会友の会主催の後期高齢者医療の学習会の講師を行いまし
た。病棟のデイルームに患者さんが来てくれて説明。
　こられた方は国が癌を作っておいて、治療は国民にさせるようなも
んだと怒り心頭。これまで国に何度もだまされ続けた。戦争も行ったと
感想を言っておられました。

緊急出産の人の話を伺いました。たまたまＮＩCUが１床空いていて県
内で出産できたがなければ兵庫県まで行くところだったとのこと。総合
周産期星医療センターは切実な課題です

●北葛城郡ブロック会議

病棟学習会
とてもねっしんに聞い
てくれました

1/16 水 
 
●地元のビラまき、人を見かけたら国保署名の声をかけてお願いしま
した。帰ってきたらポストに署名が入っていました。

母の受診のため天理よろず病院に付き添い
　トイレにトイレットペーパーが持ち帰る人がいて、この間７００コくらい
なくなっているので持ち帰らないようにとの張り紙がありました。

●国政事務所主催で和歌山県の議員さんと奈良県の議員とで大滝ダ
ムや過疎問題などの懇談会が行われました。
　大滝ダムについてはなぜ完成しないのか、何が原因でどこに問題
があるのか、今後どのようにするべきかの責任があいまいなままにな
っており、きちんと追求する必要があること。
　どこも水余り現象がおきていて、自治体ではこれ以上負担が増えれ

玉子焼きおでんちくわ
とチンゲンサイの煮物
桜海老魚のあまから
に、しゃけフレーク、の
り



ば水道料金を引き上げざるを得ないこと。
　環境にさまざまな付加を与えていること、大迫ダムの水を放出する
と吉野町では水つきがおきて大変になるこれに大滝ダムが出来れば
もっと大変になる。
　緑のダム対策、地上デジタル化問題、医療問題、原油高騰問題な
どたくさんの課題が話されました。

なら和歌山国会県議
会市町村議会懇談会

1/15 火 
 

●みっちゃｎの宅急便原稿
●生活相談
　非常勤講師の処遇問題で大阪との違いが歴然としていること
詳細な取り決めがないことなど伺いました。

●保険医協会に国保をよくする会として引き下げ署名の申し入れにい
ってきました。
　医療現場では患者さんとのトラブルなど開業医の医師が前面に立
って対応することが増えているとのことです。

●介護保険のヘルパー問題
●トラック協会、奈良交通に田中議員、中野議員、今井で原油高騰問
題の申し入れと懇談に行ってきました。
　原油高騰によるガソリンや軽油の値上げが価格に転嫁できずさまざ
まな自助努力を行っていること。運転手を募集しても人が来ないとの
こと、又大阪では来年から環境規制が厳しくなり基準をクリアできるも
のしか荷物を降ろすことが出来ず、それをするにはトラック協会では
半分の車を買い替えなくてはならない。
　これまで運送業は倒産しないといわれてきたのが業者倒産なども起
きている。
　又、奈良交通においても公共交通の果たすべき役割と、実際の赤
字分とその差額を誰が負担するのかなどさまざまな困難を抱えており
どちらも従来の枠組みでは展望が開けないことを実感しました。

玉子焼きブロッコリー
大根と人参の煮物桜
海老キャベツのゴマド
レッシング和え、いわ
のり

トラック協会を尋ねまし
た

1/14 月 
 

●９条の会のニュースの配布
●広陵町成人式・・・毎年毎年成人式の参加できるのは幸せです。
　平成生まれの人が２０歳を迎えたということは、私もそれなりに年を
重ねてきたなと感じます。この人たちに本当にそれぞれの道で活躍し
て欲しいものです。
●広陵支部会議

●パソコンが繋がらなくなって、plalaに連絡、それだけで何度掛けても
でてこなくてあきらめたときにでてくれました。
電話で指示を受けながらいわれたとおりに設定、やっと繋がりまし
た。
電話だけで指示できるのはすごいと思いましたが、もう少し連絡がで
きやすいようにしてほしいと思います。

1/13 日 
 

御前崎に宿泊、見事な日の出を見ることが出来ました
留守になるためお寺のほうにも行ってきました。

　夫にもうしばらく残務をお願いして母と一緒に奈良に戻ってきました
電車の中で、北欧の国々が格差が少ないのに経済成長を遂げてい
ることが紹介されている雑誌を見ました。

　いずれの国も社会保障が政治の根幹の於かれていて、暮らしの不
安がないこと、成長企業は人間工学とデザインを取り入れるなど人に
とっていかに使いやすいかなどを追求しているところが小さくても世界
に進出していることなど大変面白いないようです。

御前崎の日の出
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1/12 土 
 

静岡に帰省
閉店以後のかたずけなどに行ってきました。
土砂降りの雨でしたが、早くつくことが出来ました・
帰ってくるのを待って注文布団を取りに来てくれるお客さんなどありが
たい限りです。

1/11 金 
 
●県庁へ
●ニュースの原稿
●県議団会議
●国保をよくする会
　大和郡山市では県に対して、国保引き下げの助成制度創設を求め
る意見書が可決されました。公明党が反対したとのことでした。



●中南和地区委員会総会

しゃけ玉子焼きキウイ
焼肉　野菜炒め奈良
漬、しそふりかけ

1/10 木 
 

●奥谷議員の案内で山添村に行ってきました。
　高齢化が進み、耕作放棄の農地や、人の住んでいない家などが増
えてきています。
　村の場合集落の共同の部分があり、そのようなお付き合いや、よそ
から来る人に対しては大字の保証人が求められるなど、独自のルー
ルなどがあることなどを知りました。

　今、合併を選択せず自立を選んだ村にさまざまな関心が集り新たな
動きが起きています。
　レストランでは若い女性が村で取れた材料を使っておいしい食事を
提供しています。布目定食五穀米のご飯でお豆をふんだんに使った
品数の多い食事がとてもおいしかったです。
●中南和地区常任会議
●広陵町議会選挙問題
●河合診療所友の会新年会
　今日は１日中目いっぱいでした

1/9 水 
 

●五位堂駅前早朝宣伝
　前を通る車の女性が、マイク聞こえませんよと声をかけてくれました
●ピ－ターパンシンドロームについて学習
　引きこもりでもなく、学歴もあるのに、いつまでも親に依存をしている
大人になれない子どもの問題は社会問題としても光を当てなくてはな
らない分野であることを感じています。

●葛城北民主商工会新年の挨拶　書き込み会が行われていて会員さ
んのところで挨拶させていただきました。

●県庁へ、みっちゃんの宅急便の原稿を仕上げました
●生活相談・・・救急搬送問題
●県委員会総会　新体制の下各地の奮闘ややる気がみなぎる会議で
した。

1/9 火 
 

●広陵町出初式に参加
　雨で健民グランドがぬかるみ体育館で行われました。
挨拶をさせていただきました。
　私は、奈良県の火災の原因が１８年統計で１位が放火になってい
て、社会に渦巻く不安減少が広がっっていること。構造改革の元に、
公的部門と家計にしわ寄せが行き、ワーキングプアなど貧困層が拡
大されていること。
　今政治の流れを基本的人権が保障されるようにしていく必要がある
こと。昨年静岡県の災害弱者対策を視察して、一人一人の方が家の
どこに菜邸て誰が助けるのかという具体的なきめ細やかな対策が立
てられていたことに感銘したことを紹介して。地域で孤立している人が
増える中で暖かな連帯のある街が大切であることを感じていることな
どお話させていただきました。

実家の閉店でお世話になった大阪の問屋さんに挨拶に行ってきまし
た
４０年間のお付き合いで父のころの思い出話なども聞かせていただき
ました。繊維業界は今,当時の半分になっている厳しい現状もうかが
いました。高田から勤めに来ておられる従業員さんもいて、尺度駅前
で演説を聞かせてもらいましたとか、娘さんが真美ヶ丘に住んでいる
とか、話が弾み意外なところから共感が生まれているのに驚きまし
た。

1/7 月 
 
●生活相談・・・
倒産、離職，家族の病気，交通事故，ますます貧困が加速します。憲
法２５条はどうなっているでしょうか。いろいろ考えさせられました

●豆田よしのりさんとリハビリテーションセンターを訪問
　指定管理者になって２年、障害者自立支援法の困難な側面と、定
数法によって定数がきめられていた県直営のときに比べ専門職を増
やして県民のニーズに応えられるようになったとのことです。

●新年の宣伝、王寺駅、大輪田駅、サティ、万代　、おくやま

エコマミで宣伝
小学生の男の子が前
に立って聞いてくれま



近商，エコール真美、箸尾駅　雨の寒い日でしたが王寺の幡野議員,
金田議員八尾支部長が参加してくれました。

●２０億問題

した
拍手まで頂きました

1/6 日 

●上牧町後援会新年会
　今年は総選挙の年，上牧の財政再建も国政をかえなければとの熱
い議論が行われました。

葬式に参列、８２歳いろいろお世話になりましたご冥福をお祈りいたし
ます
●２０億問題

ページトップへ

1/5 土 

●県会議員団学習合宿　三笠温泉初めて行きましたが近くて、奈良盆
地が見渡せていいところでした。

それぞれがリポーターになってテーマに基づき報告
市町村合併、社会保障、高校再編と３０人学級、中小企基本条例、公
契約について。しっかり勉強しました。 夜景がとてもきれいで

した。ぜひ見に行って
ください

1/4 金 

●県庁前宣伝

●旗開き、志位委員長の新年の挨拶、
●生活相談・・・交通事故について

●県議団総会、
　沢田博県委員長の参加で学習会を行いました。
　５人になってから忙しさに追われてゆっくり時間を掛けた論議が出
来ませんでしたが、県民の皆さんの期待に応えられる県議団になる
ようがんばります。

玉子焼き、鶏肉のもも
ステーキほうれん草、
金平ゴボウ黒豆、しし
ゃも
ふりかけ、桜海老の佃
煮

1/3 木 

３人の孫の子守をしました
３人いるとパワーがアップ、アップ、アップです
子どもたちが帰ってから夫と一緒に買い物と映画に
マリと子犬の物語を見てきました。
　山古志村の震災を描いた作品です。最後まであきらめないことや、
人の連帯の大切さなどお勧めの作品です。 絵本を読んでいま

す

1/2 水 

次女が、家族３人で帰省。

１０人分のご馳走を準備しました。大きいと思っていた食卓にぎっしり
です。３月には又新たな命の誕生です。

仲良しです

1/1 火
 
新年明けましておめでとうございます。
近くの、桜のお寺で有名な長福寺までいって除夜の鐘を鳴らしまし
た
。三輪さんに初詣、初めてたいまつのリレーを見ることが出来まし
た。
やまとにはまだまだ知らないことがいっぱいあります。

●豆田よしのりさんと。王寺、上牧の議員団で王寺駅で宣伝をしまし
た。前を通る人が「共産党今年はがんばってや、きたいしてまっせ。」
と声をかけられ握手を求められました。
「灯油代も節約してお正月を迎えてている国民には知らん顔、アメリ
カの給油活動のためには国会の会期を延長してでも法案を通そうと
している間違った政治を変えましょう。障害者自立支援法、の改正、
後期高齢者の中止撤回、薬害肝炎問題など国民の願いが国を動か
しこれを受け容れようと思ったら政治をかえるしかありません」とうっ



たえると、お年寄りが挨拶して、障害の子どもさんを連れたお母さん
もがんばってくださいと激励してくれました。

夕方から夫と母と３人で高田の弁天座に行って大衆演劇を見てきま
した。映画館のころはいったことがありましたが、げきじょうになって
からはじめて。紅大介一座の新春講演。歌有踊り有お芝居有となか

なか面白いひと時でした　

祝い鯛に小さな手が
伸びています
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