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3/31 木

今日で夫が28年間勤めた羽曳野市役所を退職しました
明日から、又新たな人生です。
王寺金田議員と赤旗の拡大。日刊新聞が増えました
榛原町、補欠選挙候補者のお願いに行ってきました。
考えていただく事に、返事まちです。
帰りに、榛原牛のお肉を買いました．今日で、退職なので奮発して一
番高いものを買いました。お店でその話をしたら、焼き豚をおまけにく
れました。以前演説会で私の話を聞いてくれた事があったそうです。
県会議員の今井ですと名乗るとそうではないかと思っていたとの事。
うれしいですね
夜は、子供達が集まって夫のご苦労さん会。いつもは呼んでもすぐ来
ないのにおいしいお肉ですき焼きをするからとケータイの留守電に入
れていたら飛んできました。さすがです
きのうの税金相談解決できたとの連絡が松野悦子広陵町議からあり
ました。

3/30 水

朝から生活相談の約束で県庁に、難病のこと、小池晃参議院議員の
事務所に問い合わせ。調査の上返事をもらうこととなる。
生活保護、4月に子供が18歳になる家庭から、家賃を入れて15万あっ
たのが12万数千円になっているとの事。母子加算の廃止と思われる
が理由をきちんと聞くように指導。
おそらく大変な家庭が急増してい推測されます
議会報告のまとめ
20億事務局会議の打ち合わせ
健生会友の会と、新入職員との交流会に参加。今年は25人が入職。
友の会の役員さんがそれぞれに期待の言葉。
人生経験の中で培われた言葉。うなずく事ばかり
私は、相談の仕事をした経験から、自分が精神的に大変でも相談は
受けなくてはいけない。それがプロ。それぞれの道でプロになって欲
しい。又困る事にぶつかってもどうにもならない事は決してないこと、
患者さんはいろいろな事を教えてくれる。患者さんのところにぶつかっ
て欲しいと。
地域根ざして支えられていることや、暖かい雰囲気など新人の方の
感想が述べられました。子供の頃に体が弱くて子供診療所にかかっ
ていたという看護婦さんもおられました。大いに期待できそうです
赤旗の集金。生活相談、税金の事

夫がはなたばをもらってかえってきました。玄関が芸能人の楽屋のよ
うになりました

かにかまいリ玉子焼き。ほうれん草のご
まあえ
金平ゴボウエビフライ、しゅうまい
ぐりーんりーふ
きゅうりのふるさと付け、梅干

3/29 火

今年高校の同窓会を奈良ですることになり、関西支部の役員さんと
会場の下見に行ってきました。新公会堂で決まりです。奈良公園を案
内しながら、見所がいっぱいで、何処に案内していいか迷いました。
駅に近いところも検討しましたが、公会堂のお庭を見てもらったら、こ
こでということになりました。
関西に80人ほどおられますが、たくさん来ていただいて又きたくなるよ
うに案内したいと思います。
予算委員会の議事録をプリント。かなりの量になりました。
どのようにこの中身を伝えられるか、ここか羅が、又一仕事です。
生活相談4件池の工事について、生活保護。生活資金、駐車違反

夫が連日続いていた送別会が今日で最後でした。花束をもらって帰っ
て来ました

桜とピンクのバラが良く会います
フラワーアレンジメントをしている人から
頂きました

3/28 月 五位堂駅前で藤本みやこ香芝市会議員と早朝宣伝。
選挙の翌日は、投票してくれた方がむこうから会釈したりしてくれるの
でとてもよく分かります。
赤旗にイラクに行く労働者の求人がハローワークで出ているとの記事
があり紹介しました。戦争まで民間委託です。
。月給が月50万から70万とか。お金の出所は不明ですが、戦争で儲
かるところでしょう

健生会の、新入職員教育、社会保障について講義しました。レジメを
作るのにいろいろな文献を読みました。制度の相次ぐ改悪に翻弄さ
れていますが、国が、社会保障をどう位置づけるのかおおもとを正す
時期が来ています。
国民の1番の関心であり、企業がいくら設けてもこれでは世界から信
用をなくします。使い捨てでなく、能力を引き出す社会がもとめられて
います。

パセリとチーズのオムレツ。しゅうまい、
白菜と厚揚げの煮物、もやし豚肉、ピー
マン人参の油いため、ウインナプチトマ
ト。きゃらぶき



下田駅サティ前で街頭演説会

銀行に行ったら、相談窓口にたくさんの人が並んでいました。ペイオフ
対策でしょうか、
トイレとお風呂の手すりが付いたOさん宅訪問。一人でお風呂に入れ
たと大喜びでした。デイサービスもはじめられて、いろいろな歌を習っ
たと歌詞の紙を見せてくれました
何より以前とは比べ物にならないような意欲と元気が出てきました、
介護保険は値打ちがあります

3/27 日

きのうは娘と孫がお泊りでした.朝から元気いっぱいで子育てはなか
なか大変です。
午後から大阪に行きました。久々の難波、デパートでハンカチとスカ
ーフを買うだけでも長だの列。トイレも長蛇。結局コンビニののトイレ
をお借りしました。歩くには人だらけで、なかなか進みません。やはり
奈良があっています。オーストラリアに住んでいる従兄弟のご主人が
両親と、従兄弟とおばさんを連れて日本にきたので大阪で一緒に夕
食を食べました。ベトナムの人ですが、シドニー、メルボルン、カリフォ
ルニア、にそれぞれすんでいて、成田に集合し日本のツアーで、万博
にも行くそうです。
先日おべんとうを頂いた木田に行きました。別のお客さんで上海の方
が来ていて、こちらのメンバーと広東語で会話。英語、日本語、広東
語、と国際色豊な食事となりました。今度は是非オーストラリアにとお
誘いを受けました。
オーストラリアは、出産は無料。1年間はいつでも子育ての応援を受
けられるようになっているそうです。税金が高くても還元される事が分
かっているので安心とか。国民の負担を増やすとすぐ政権交代にな
るそうです。
香芝市の選挙、共産党2議席当選できました。バンザーイ

ちまきおこわ、、春野菜の炊き合わせ、上
げ餅のお雑煮、かに、ふぐのから揚げ、
エスニックハンバーがー、おつくり、ナマ
コ、湯葉、アサリのお味噌汁、ご飯
日向みかんのゼリー。おうす、

雑誌にも紹介された木田の、店長のお料
理皆さんだいまんぞくでした

ページトップへ

3/26 土

あさから1日香芝の選挙支援に行ってきました。市内50箇所で宣伝し
ました。久々の知人に会うなどいろいろありました。憲法が変えられて
戦争できる国にしようとしていると訴えていたら自転車で横を通られた
おじいさんが立ち止まって
「戦争は、いかん、87歳になるあんた戦争に行った事があるか」と運
転手さんに話しかけてきました。私も後から挨拶に行くと両手を合わ
せてお願いしますと拝むような仕草をされてびっくりしました。何度も
選挙をしましたが拝まれたのは、はじめてです。

県の人事異動、事務局の人が家まで届けてくれました。

ハルちゃんの保育所の卒園式がありました。みんなの前に登場した
ハルちゃんは、いつもと違ってたくさんの人に目を丸くしていました。
卒園証書をもらってうれしそうに手に持って振り回していました。お世
話になった保育所とも今月でお別れです。先生やおともだち、たくさん
のお父さんやお母さんみんなに感謝です

終了式の手作り看板です

3/25 金

県議会最終日
議会運営委員会
本会議で、新しい教科書を作る会から教科書問題での請願があがっ
ていて、共産党が反対討論、今回自民党が始めて賛成討論を行ない
ました。これまで、委員が入っている会派は本会議の討論ができない
としていましたが、議会運営委員会で認められればできるというルー
ルを活用したものです、少し議会らしくなってきました。これができれ
ば今後もっと議会の発言ができます。この請願は、民主，新創なら、
(一部除く）無所属共産党と反対でした
シベリア抑留者の未払い賃金の支払いを求める意見書が通りまし
た。12月に私が原案を作成して意見書提案をしていましたが他の会
派でもう少し勉強したいと見送られていました。今回、シベリア抑留者
の会の方が全会派に要請され自民党から提案されました。私も賛同
の意見を述べました。今回京都でも意見書が上がったようです

福祉医療は、共産党以外みな委員長報告に賛成でした

3月23日付で、奈良地裁から、20億問題の文書提出命令がハイミー
ル、となら県知事に出ました。新たな局面を迎えます

調査報告,１、奈良県の施設の障害者割引について報告を受けまし
た。割引を行なっているところが意外に少ない事にびっくりしました。
17施設中10施設で割引なしです。
２、福祉関係で今年度廃止された事業リスト14事業69752千円

生活相談、福祉施設の建設に伴う住民の要望
パチンコの開発認可の用件
新規事業を新たに起こす場合の支援について

夫が送別会で奥さんにと頂いたお饅頭で
す。桜の花ビラが5個のお饅頭でできてい
てとてもきれいです
先に頂いたところをふたでかくしてみまし
た

おでん卵、ごぼうてん、厚揚げ、こんにゃ
く、ミートボール、アサリと切干大根の煮
物パセリ、プチトマト
いかなごのくぎに
梅干、のりたま

3/24 木 突風が吹く寒い日となりました。香芝の選挙支援、個人演説会のお誘
いをしました
予算委員会の委員長報告の、案が事務局から届きバス問題を入れ
て欲しいとお願いし、要望事項に記載される事になりました。
生活相談、池の工事の件　パチンコ問題
牛肉偽装事件に関してならミートの事も問題になってくるとのこと



河合診療所友の会世話人会
香芝市議選個人演説会、弁士　
、橿原の竹森議員から、選挙中に要望した、橿原文化会館の障害者
用の駐車場橿原市の敷地部分に2台分作られる事になったそうです。
よかった、
夫は連日送別会です、土日以外は毎日でよくつずくものとくと感心し
ます。今日は熱があったのに出掛けていきました オムレツ、チーズとパセリ

煮物(ちくわ、しいたけ、人参こいも）
ほうれん草のちりめんしらすあえ。鳥の
から揚げ、かれーみーとぼーる

3/23 水

五位堂駅早朝宣伝.、選挙中のため8時までマイクが使えず。肉声で、
演説。腹式呼吸でダイエットに良さそうです
1日かしばしの選挙支援。小雨の中でも聞いていただき元気が出ま
す。タオルを振り上げて激励してくれる方もありました
夜は畑の公民館で演説会でした。明日の真美が丘の演説会のお誘
い
ご無沙汰のところに連絡を取りお互いの近況報告。
河合のパチンコ問題で、相談がありました

夫の行きつけの難波南の京料理木田の
店長がみっちゃんにと差し入れてくれた
弁当です。夜食に頂きました
お弁当とはかくあるべきというものでし
た。
早朝宣伝が元気良くできたのは、このお
べんとうのおかげです。人に作ってもらう
のもいいものですね。感謝

３・２
２

火

、予算委員会総括質問知事に、福祉医療問題を聞きました。土木部
長に公共事業の県の管理について聞きました
議案審査では、いろいろな事を言っていましたが、皆さん賛成です。
国民保護法では、新創ならの、梶川議員川口議員と私が反対でし
た。
大変でしたが、いろいろと勉強になりました、詳しい報告は議事録の
テープ起こしをして又お伝えします

河合町パチンコ問題で会議

玉子焼き、しゃけ、野菜炒めピーマン、人
参、たまねぎの中華風
しゅうまい、イチゴ
いかなごのくぎに
ご飯の間にのりをサンドイッチにしました

3/21 月
予算委員会の準備
ハルちゃんがお泊りでした。階段を1人で上がれるようになって目が離
せません

3/20 日

今日から香芝市の市会議員選挙が始まりました。５名オーバーです。
ふたりの候補者の出発式に参加、石井郁子衆議院議員を招いての
街頭演説会の司会をさせていただきました。香芝市内各地で街頭宣
伝をしました、
以前の選挙区で、７年間子育て中に住んでいたとこもあって色々な方
が激励してくれました。

炊き出しのカレーを頂きました。

ページトップへ

3/19 土

王寺民報原稿
葬式に参列。病院時代の先輩でお世話になった方です
ご主人の挨拶、あんな挨拶はじめてです。みんなは冥福を祈るという
が祈ってなどほしくない。冷蔵庫には、入院前のアイスクリームが。ベ
ットの横には読みかけの本が、可愛がっていた、猫も、犬もいるのに、
妻がいない、足音も聞こえない。このまま気が違って思い出の世界だ
けで生きられたらどんなに幸せか分からない。韓流ドラマを見ている
ときに幽霊でもいいから出てきて欲しい。
どんなに愛していたかが伝わり涙があふれてきました
。馬身丘陵公園と古墳群の展示会をみてきました
土庫病院友の会総会、挨拶
生活相談手紙の返事を書きました
お風呂とトイレの手すりがついたとのほうこくをもらいました、以前のト
イレでこけて死にたいとないていた電話がうそのように明るい声でし
た

3/18 金

予算委員会、商工、農林
昨日書いたのが消えていました
中央卸売り市場の条例改正について、元日の営業を見合わせること
を県で呼びかけてはどうか、鳥獣被害、地場産業振興，木の活用
やっと終わりました。後は２２日の総括です、知事に質問です
お通夜に参列。
昨日、友人から、家の近くでふらついていたお年寄りがいて今井さん
の近所というので送っていったと電話をもらいました。きになって℡を
掛けると、ろれつが回って普通でない状態。議会があるため地元の議
員に連絡。病院まで連れて行ってもらいました。

お休みです

3/17 木

土木水道の予算委員会
公共工事の問題、吉野のゴルフ場跡地、平群町の開発が中断してい
る問題、橿原バイパスのグリーンベルト撤去の問題、指名停止業者
の公表の問題、県営水道の水質問題　　　　ふー疲れました。あと１
日がんばります

おやすみです

３・１
６

水 予算委員会
福祉，健康局、せいかつかんきょう　、福祉医療制度について件の進

。おやすみです



め方の問題点を指摘，広陵町清掃センター入札に関して。難病疾患
センター、取り上げました
夜、傍聴に来られていた、難病連のかたからお礼のfaxを頂きました
今日は、ハルちゃんの１歳のお誕生日です。今日はシンデレラタイム
にならない前に寝ます

3/15 火
予算委員会、教育、警察
３０人学級、警察、学校連絡制度、交通安全対策
県立高校入試について　　　　明日の準備をしていたら３時でした

お休みです

3/14 月

朝起きると一面雪が積もってとてもキレイでした。
予算委員会　総務，企画，１３００年，指定管理者にしようとしている１
８施設。万葉文化館も入っています。これまでの建設費、運営経費な
どを聞くと１２２億に毎年４億づつ１３年から４年かン１３８億も投入し
ています。それを今度は民間に管理を委託しようというのは民間企業
を設けさせるために、税金を使ったのではないかと批判。
住民の足としてのバスに補助金を。七色高架橋が開通、１．６キロの
道路、８分かかっていたのが５分に短縮、１３６億がかかっている、半
日交通圏構想まだ３割、いったいいつまで、いくらかかるのか。バス
が廃止されて地域が寂れている。道路建設費の１％バスの支援に回
して足を確保する事が、経済的にも、活力が生まれる。研究するよう
要望。県庁内の空調問題、温度管理の改善を。など。今回はほとん
ど発言され手、６時まで議論。明日の打ち合わせ
今から又準備です。

、お弁当はお休みです

3/13 日

町内の清掃、集会所のお掃除当番でした。
義父の１７回忌、ついたらもうお寺さんがこられていました。ハルちゃ
んは、いつもと違う雰囲気に、こわごわ半べそをかきながらお経の間
我慢していました。
、久しぶりなのでもう少しゆっくりしたかったのですが。予算委員会の
準備があるので、かえってきました。

ページトップへ

3/12 土 曇り

春一番が吹きました、１４日からの予算委員会の質問準備、１日中外
にも出ず、部屋に閉じこもって質問原稿を書いていました。月曜日に
は、翌日、翌々日の質問の問い合わせがあります。２日分は何とか
めどが。３日の分は又明日に。気がついたらもう明日です。おやすみ
なさい

3/11 金

各派代表者会議、宇陀郡の合併問題で急遽開かれすっかり忘れて
いて遅刻。議会運営委員会
議運委院長に昨日の理事者の答弁はおかしいと申し入れ
昨日議会としても理事者に伝えていたとの事、
一般質問３名、
予算審査特別委員会１３名で構成されました。１４日から２２、日まで
ぎっしりです
予算の関係で各課が問い合わせや説明に来る。食事時間も忘れてき
ずいたら本会議が始まる１５分前、大慌てで食事、休憩時間も、終了
後も。月曜日に行なう課だけでなく翌日、の分まで、さあ大変です

とりひじきご飯、玉子焼きウインナソーセ
ージ。ほうれん草の胡麻和えこんにゃくと
ちくわの味噌田楽。干し柿

3/10 木

だんだん暖かくなってきました。議会運営委員会
一般質問。山村議員でした．京奈和自動車道大和北ルートについて
質問。平城京の地下に、４０メートルのトンネルを掘るという、事に対
して、土と、地下水によって守られてきた木簡が破壊されるのではな
いか、又、地下にいたるまでのところは入り口と出口それぞれ１キロ、
合計２キロ分は，シールド工法でなく、上からほる方法となるが遺跡
の調査はどうするのかなど正したときに、数字を一桁違って発言した
事に、土木部長は、鬼の首でも取ったかのように
そんなに誇大な広さはありえないと指摘をしました。尽かさず再質問
で、専門家にどれくらいの広さか聞かせて欲しいといったら、国の事
業なので、把握していませんという、無責任な答弁。です。
奈良県はまだ事前の打ち合わせが行なわれています。それならばそ
のときに間違いは正せば住む事。もっと根本的なことを議論すべきで
す。
県議団会議。
木下そんきさんから長生き節のテープ送っていただきました

オムライス、水菜とシーチキンのサラダ。
ウインナソーセージ。エビフライ，カレイと
マカロニのグラタン
しゅうまい

3/9 水

議会運営委員会で、昨日の厚生委員会での質問を認めず採決した
事は、県民の請願権、議員の発言権、議会の審査権を侵すもの，と
提起しました。委員長が、調査する事になり、その後、今後はこのよう
なことが、ないようにするということになりました。
一般質問。４名。
３．１１重税反対統一行動のメッセージヲかいて、葛城北民商に送りま
した。
生活相談１件、生活保護について
夜、予算委員会の準備と思っていたら，ハルちゃんを、見ることになり
お風呂に入れて、寝かしつけて、なかなか寝ないのでおんぶして日記
を書いています。

玉子焼き、ほうれん草のお浸し、ポテトサ
ラダ、ミートボール、えび、三度豆、しいた
けの炊き合わせ、モズクの酢の物

3/8 火 今日は５０歳の誕生日、なんとなくうれしい気分。
ハルちゃんが初めて、おまるにすわってウンチができました
母から新聞の切抜きが送られてきました。閑古鳥のなく商店街に人を
呼ぼう、おばあちゃんの作った昔の服を店のウインドに並べて、新聞
や、ラジオに手紙を書いたら、中日新聞が載せてくれたものでした、
わが母ながら。感心しています。
本会議、終了後厚生委員会が開かれ、福祉医療の改悪に反対し改
善を求める請願が、共産党田中美智子議員以外の反対で否決され

ひじき入り玉子焼き、ホタテと水なのバタ
ーいため、
しゅうまい，ミンチカツ、人参やまいも、し
いたけ、ちくわの煮物



ました。許せないのは、請願の審査、理事者に請願の内容について
議員が質問する事を、認めず、自民党が、持続可能な制度とするた
めにという理由を述べて反対表明。直後に採決を取ったものです。
さっそく、委員長に抗議を申し入れました。
県委員会総会にさんか、１１時帰宅。テーブルに娘からのプレゼント
がありました

3/7 月

各派代表者会議　議会運営委員会
パチンコ問題を調査、建築の許認可が、民間でもできるようになり許
可をおろしたという、届けがあがるだけになっています。奈良県をエリ
アにする許認可業者が２０．建築確認の７割がすでに民間委託という
ことです。
医療福祉制度改悪反対署名が１万１千を超えました。
知れば知るほど広がっています。老人会から３千名分が寄せられた
との事です。
本会議、今日は自民党と新創ならの代表質問。終了後、経済労働委
員会が開かれました。補正予算について３点ほど質問しました。
ハルちゃんの病気が治って、パワー全開です。
よかったよかった

カメラの電池切れで写せませんでした。
今日のメニューは
桜海老ご飯、鮭
玉子焼き、
ひじきの煮物
菜の花のお浸し
エビフライ

3/6 日

香芝市の市会議員選挙事務所開きに行ってきました。
広陵町の踊りの会、かぐや姫ホールに、長生き節の紹介をしてきまし
た。私のほうが教えていただいたようです。
香芝に、赤旗新聞をおすすめめに行ってきました。市議会では、共産
党の２人の議員が、国保の資料を請求し,市が、提出を拒否したため
再度の申し入れに対して、議会で辞職勧告決議があがるという暴挙
が行なわれました。
知られたくない事は隠す。都合が悪くなると無茶を通すのではファシ
ズムです。２人の方が、購読を約束してくれました。
新聞で「しゅくだい」という、絵本が紹介されていました．ヤギのメエメ
先生の宿題はお家に人にだっこして貰うこと。もぐくんのお母さんは赤
ちゃんが生まれて忙しそう、夜になって、宿題しなさいといわれ抱っこ
のことを話すと、家中の人に抱っこしてもらっい、次の日みんな幸せそ
うだったという中身です。よんでみたくなりました。

次女がホワイトカレーを作ってくれまし
た。みんなで頂きました

ページトップへ

3/5 土

生活相談、在宅介護について、請願のやり方について
選挙学校にさんか。、
民医連理事会参加
新婦人の会議、いろいろ忙しい１日でした。我が家で新婦人の会議を
するため、留守の私に代わって、家のお掃除を夫がしてくれました。
ペットボトルのお茶のことを学習しました。普通の家で入れるお茶に
比べて、成分もおとり、値段も高いとの事。又、原産地表示はしなくて
もいいとの事です．子供が緑茶を飲まないとの意見も出ました。子供
達がペットボトルのお茶の味しか知らなかったらそうなるでしょう。大
変です

3/4 金 

○生活相談、生活保護について２件、福祉貸付金について１件、病時
保育について
○御所で発見された葛城氏の、豪邸の跡地を見に行ってきました。
　連絡の行き違いで、現地まで行きいながら説明していただく方と会
えずに帰って来ました。現場では待っていただいていたとの事。人任
せにせずに自覚を持って対応しなかった事を反省しています。
それにしても葛城氏の物が出てきた事どきどきわくわくです。

　金曜ロードショウ「アイアムサム」をみました。
　７歳の能力の父親が子供を育てられないと、引き裂かれ裁判をして
いく話ですが子育てには何が大切かを考えさせられる映画でした。
　今日は２６年前、私がはじめて母親になった日です。

ちらし寿司、ほうれん草とじゃこのお浸
し、焼肉、しゅうまいレタス、りんご、おか
ら(ごぼう、人参，油上げ、ミンチ）

3/3 木 

 

今日はひな祭りです。女の子が２人いたので、毎年段飾りのお雛様を
飾っていました。面倒だと思いながら、いつまでも飾れるわけではな
いからと続けていましたが、今年は、飾る事ができませんでした。ちょ
っと寂しい気がします。
○平城遷都１３００年についての会議
○バス路線問題、道路の計画、パチンコ店の問題を調査
○生活相談、４件
　差額ベットの事、入院の事　吉野のゴルフ場跡地問題、金銭問題の
トラブルの事。

　ハルちゃんのおなかの調子が今ひとつで元気がありません。
娘が看病疲れで、熱を出し大変です。自分のときは近くに親戚も親も
いなくてどうやって育ててきたのかと思います。
　夫に、良くやっていたなと今頃になって感心されています。娘が近く
で子育てしていなかったら、子供は勝手に大きくなると思っていたかも
しれません。

今日はお休みです

3/2 水 
 
○議案調査で休会のため、ジョブカフェを訪問して青年の雇用対策を
調査しました。
　相談者の１５%が、就職に繋がっているそうです。企業からは電話の
マナーができていないなどケータイで友達と直接話す感覚に慣れて
いて取次ぎができないなど注意されるそうです。
　コミニケーションが取れないなど仕事以前にも課題があるようです。
　もっと気軽に大勢の人に活用して欲しい施設です。
○公共のトイレを舞台とした性犯罪の調査結果を聞きました。
　思ったより少なく届け出ない事が多いだろうと思います。

玉子焼き、かにクリームコロッケ、水なの
胡麻和え



○生活安全センターの空調が悪く、下からの冷気が入り込みで相談
者が震えてしまうとの事で現地を見てきました。

　　ビニールのカーテンが掛けられ風除けにされていました

○中央卸売市場に条例改正の事で訪問、しました。
　県下の大手スーパーは県の市場を通すのか聞いたところ、一部は
あるものの少ないとのことです。２４時間営業が増え、市場も休む暇

なく動いているそうです。施設の老朽化が進んでいるようです。

○地場産業振興センターの第３回生き生きフォーラムに参加しまし
た、デザインや、販路の拡大、海外市場への売込みなど面白いお話

を聞きました。
○生活相談２件、生活保護について、ストーカー問題 

マカロニサラダ、
焼肉、完熟金柑
(甘くておいしくて、今これには待っていま
す

3/1 火 
 

ホームページの原稿書き。
○新年度予算の学習をしました。
○生活相談、１件、事件現場のそばを歩いていたという事でナイフを
持っていたため関係ないのに逮捕されたとの事。夕方釈放されまし
た。

○河合町、赤旗新聞をすすめに行ってきました。
　バスが廃止されて、困るという声があちこちから出てきました。
　パチンコ店問題でも、交通や。
　風紀、電気が明るくて寝られないなど、だんだん若い人が減ってき
ている。住みにくくなったと。
仕事がない。年金から税金が引かれた。など、問題だらけです。

　ハルちゃんがロタウイルスという事で、元気がありません。嘔吐
は、なくなり熱も下がってきました。昨日の朝、あんなにしんどがって
いたのに私が出掛ける時にバイバイをしてくれました。
　夫にもしてくれたそうです。けなげです。早く元気になる事を祈って
います。

玉子焼き、肉団子
とんかつ、ポテトサ
ラダ(ジャガイモ、人
参、玉ねぎ、きゅう
り、ハム）きりぼしだ
いこんと油揚げの煮
物、プチトマト

ページトップへ　　


