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3/31 金 
 

○大滝ダム問題。
　地滑りの危険があり、５箇所の調査を行っていましたが、２箇所に新
たな対策が必要になったと新聞で報道されていました。
　明らかに人災と言うべき地すべり、どこまで工事をすればダムに水
をためられるのでしょうか。いくら費用がかかるのでしょうか。
　莫大な対策工事が県民の水道料になったらたまったものではありま
せん。河川課長に問い合わせ、国から具体的な話を聞いていないと
のこと。

○弁護士さんとの打ち合わせ。
○王寺の金田議員と訪問赤旗新聞が１部増えました。
　戦争のときの体験を伺いました。軍需工場に行って爆弾を作ってい
たとのこと。戦争がたくさんの方の人生に大きな影響を与えていること
を感じました。
○消費税増税反対各界連絡会で高田駅前で宣伝をしました。

帰りにパンを買ったら１つおまけしていただきました。 

3/30 木 
 

日記を書きながら居眠り、ホームページにあげたつもりが真っ白でし
た
思い出して書きます。
○寺前議員と新しい区長さんを訪問しました。
○友の会役員さんと新入職員との懇談会がありまあした。１７人の新
人。
○生活相談・・・生活保護の交通費問題について
　母子家庭の支援について

3/29 水 
 

○県庁を退職される方でお世話になったかたがたに挨拶しました。
○赤旗購読のお願い
○障害者の日常生活用具、パソコンの補助金が１０万円になるとの
連絡があり確認しました。

○河合町赤旗拡大、３部増えました。
　年金が下がって大変、国のやることを見ていると腹がたつ
少年補導条例はいいことか悪いことかと聞かれて、弁護士会でも反
対したがとおってしまったことを伝えました。
　話を聞かないとわからないね、わざわざ来てもらってと寒い日でした
が足を運んだ甲斐がありました。２０億の裁判のことも話してきまし
た。
○お見舞い
家に帰ると庭も、部屋もきれいになっていてびっくりです。
夫に掃除は勝てそうにもありません。ごくろうさま

3/28 火 
 

○生活相談・・・現在入院中が病状悪化のため近くに転院したいとの
こと、紹介状を書いてもらって入院の相談をするようにアドバイス。
○北葛議員団会議

○日本メンタルヘルス協会の心理学講座
　初級の２回目です。人間の第１感情は期待、それを裏切られると怒
りに変わる、相手の行動は何か。それをされることによってどんな影
響が具体的に発生するのか、そのことで自分はどんな感情を持つの
か
怒りをぶつけることで相手の感情は変わっていくのか
　むしろ相手が不快に思うだけでかわらないとしたら、あなたがする行
動で私はとても心配をしたとか、自身を失ったとか、本音を伝えること
によって相手が、そんなに困っているのなら何とかしてあげてもいい
かなと思うことで、相手の行動が変化していく
と言うことを具体的な事例を通して聞かせていただきました。
２時間３０分があっという間です。命の洗濯のような気がしています。

手作りの木馬に乗っ
てご機嫌です

3/27 月 
 
○生活相談・・・交通事故の後遺症問題で訪問
　カルテなどを取り寄せ、弁護士さんにも頼んだことがあるとのこと、
骨折をしてねじで固定するが取り外しのときにねじが折れた。いまだ
に痺れなどがあり仕事ができない。すでに歳月がたっていて示談をし
た。
　先日保険会社に確認したことを伝える。示談当時の状況と、後日事
故が原因で後遺症がひどくなる場合は、その当時の示談と異なるた 玉子焼き、ほうれん



め示談が破棄されるとのこと。
　専門医の診断が決め手となる。後日相談の上受診を進める。

○午後から、養護老人ホームに見学同行。５０人で共同生活というこ
と、部屋が狭く、今済んでいる持ち物がとても入らないと言っていまし
た。今のところは家賃が高く、生活が困難で、安い借家があればと言
っていました。２，３人順番を待っているとのことでした。
　高齢になることは失うことだと誰かが行っていましたが。家族を失
い、思い出の荷物も失い。。。そのときどんな風に割り切れるのか割り
切れないのか。こんなところもありますよ。というとよく考えて見ますと
のご意見でした
○２０億事務局会議

草、きりぼし大根とこ
ぶの炊き合わせ、あ
じの南蛮漬け、春巻
き
ごましお。うめぼし

3/26 日 
 

○２０億問題資料を調査
○健生会評議委員会に参加
○生活相談・・・電話あり、一人暮らしとなり安い家賃の住宅を探して
いるとのこと。養護老人ホームの見学を誘うと。一度見たいとのこと、
明日見学約束。

スパゲティを久しぶり
に作りました
ナポリタンです

ページトップへ

3/25 土 
 

○議会事務局から人事異動の資料が届きました。

　今日はハルちゃんのお守りをする人がいないため、赤旗の配達や
友の会の総会に一緒に連れて行きました。

○少年補導条例の文章を送ってほしいと以来があり送付しました。
　その人は戦時中もこのようなことが行われていたがそのときよりも、
もっとひどいと言われていました。

焼肉、わかめの酢の
物ウインナ、焼きしい
たけねぎ、うめぼし

3/24 金 
 

○県議会最終日
　少年補導条例が３５対９で可決しました。
　マスコミがつめかけ、夜ニュースステーションでも奈良県で大変な条
例が可決しましたと報道していました。

○県議団として抗議声明と今後この条例を実行させない取り組みを
強める決意のコメントを発表しました。

○各派代表者会議
○議会運営委員会、人事案件が上程教育委員２人の再選です。本会
議では質疑討論を省略されますので、意見を述べました。
　教育長は少年補導条例について「助かる」と議会で発言され、個人
的に判断して教育委員会にもかけていませんでした。
　そのため２人同時と言うことでしたので消極的賛成であるとの意見
を述べました。

○定数検討委員会、共産党の案を配布。１票の格差は２倍以内とす
べき。人口比例で６増６減案を示しました。
○生活相談・・・交通事故の示談後の後遺症問題
○河合診療所ピースの会、日本国憲法のビデオを見ました。
　憲法９条があるから、日本は戦争中アジアでひどいことをしてきた
が、信頼を勝ち取ることができたがこれをなくすことはそれを破るこ
と，９条改正は日本の問題ではないアジアの問題だ」などいろいろ考
えさせられる内容でした。多くの人の見てもらいたいと思います。

玉子焼きアボガドの
わさびしょうゆ和え、
ふき味噌、肉団子の
甘酢あんかけたまね
ぎ、にんじん、しいた
け
ごまじゃこ

3/23 木 
 

○県立奈良医科大学卒業式に参加しました。
　９５人が卒業です、女性が４割を占めていました。卒業証書で名前
が呼ばれるたびに、後輩の声がかかります。
　それぞれが６年間どんな学生生活を送ってきたか、少し垣間見るこ
とができたような気がしました。
　答辞のなかでなら医科大学ええやんかと世界中からいわれるように
したい。と述べられたときには胸が熱くなりました。
　この間、医大のさまざまな汚職や不正問題が新聞をにぎわせたころ
学生生活を送ってきた人たちです。どんな悔しい思いをしたでしょう
か。医師として活躍を期待します。
○中南和地区委員会常任会議、久しぶりに参加しました。
○共産党に知り合いの方が入党してくれました。
○裏の方がなくなりお通夜に参列
○生活相談・・・交通事故の問題

昼はチャーハンとス
ープでした

3/22 水 
 
長年続いた商売を止めようかどうしようかと母の相談
商工会議所で、駅前の空き店舗対策を行っているとのことで相談に
行ってきました。
　郊外に大型店ができ、シャッター通りになりつつある商店街の活性
化にいろいろとり組まれていますが、これと言う決め手はないようで
す。

カブの額づけ、我が
家でもつけています
が母のものと味がぜ
んぜん違います。ぬ
かの年季の違いでし
ょうか



駐車場がない問題などどこも同じ課題を抱えていました。
○近くにできた老人施設を見てほしいというので見学に
月、１９８０００円に介護保険の１割負担です。
　母いわく、こんなところに１日もいられないと言うことがわかったやあ
と言っていました。
　店を閉めれば生きがいがないし、人が来ないと赤字になるし、近所
の人たちは、「寂しくなるから閉めっとよしない」と言ってくれています。
元気な間に近くに来てもらうのも方法です。最終的には自己決定。ど
うしたものでしょうか。

3/21 火 
 

朝６時２０分に出発。夫の両親のお墓参りに行ってきました。
　その足で知恩院におまいり。お彼岸で大勢の人がこられていまし
た。お姉さんが北の天満宮の梅を見たいというのではじめていきまし
た，満開とまでは行きませんが、かなり咲いていました。ほのかに香り
があって安らぎます
　京都から実家に里帰り、帰りの新幹線で９２歳のおばあちゃんと隣
同士に。娘さんと一緒に京都のお寺におまいりに行った帰りで話が弾
み。アイスクリームをいただきました。
　駅でお土産でも見たかったけれど、すぐに電車があったので疲れた
ので早く帰りたくて何も買ってこなかったとか。
アイスクリームのお礼に、母と食べようと買っていた桜の生八橋をお
返ししました
　帰りは楽しかったと喜んで三河安城で下車。
　野球のことが話題に、今日は世界１になったと教えてくれました。
　年輪をかさねいろいろなことに関心を持って、縛りの羽織で作った上
着を着てとてもおしゃれで、ゆったり安心感がある素敵な人でした

知恩院

3/20 月 
 

○予算委員会の最終日
　少年補導条例の問題が取り上げられました。
　田中美智子議員は知事と、県警本部長に総括質問をおこないまし
た。憲法を越えた条例を作ることはできない。少年を補導するという
国の法律がないのはそれだけ難しい問題があるから、奈良県が全国
ではじめて作ることは奈良県として恥ずかしい、知事は必要だと思っ
ているのか。
　知事は最初にこの話しを聞いたとき、ご苦労なことだと思ったと述べ
ました、山本保幸議員もこの間の青少年健全育成条例と屋上屋を重
ねるような条例。作る必要はない。健全育成条例は、大人向け、少年
補導条例は子供向け、本部長は車両の両輪と言ったが、補助輪では
ないかと質問。
　知事は私もそう思っていると答弁。高柳議員もこんな条例を通せば
奈良県議会の恥と反対意見が続きましたが、自民。公明。県民クラブ
の議員の賛成で可決しました。

議会に行って疲れるのは、こんなときです
　これを運用させない取り組み、廃案を求める運動を始めていきまし
ょう
イラク戦争３周年になりました。間違った情報でどれほどの命が奪わ
れたでしょうか、暴力は憎しみの連載外何の解決策ももたらしませ
ん。

玉子焼き、ウインナ，
あじの南蛮漬け、ほう
れん草のおひたし
漬物、梅干

3/19 日 
 

○町内会の掃除
○王寺民報原稿
○少年補導条例宣伝
　午後から、１００年会館で行われたホスピス勉強会に参加しまし
た。　　天理よろず病院のホスピス認定看護士松尾理代さんの講演で
した.さまざまな事例を紹介していただき、子供でも、周りが親の病気
を伝えないほうがいいと言うことで黙っているといつまでも心に残って
傷になっていく。時間が少ないと家族に感謝の気持ちを伝えたいと言
う思いをみな持っている。

　あるお母さんは子供を呼んでいつまでも、一緒にいられなくてごめ
んねといって、でも困ったときは星を見てくれたらお母さんはいつも見
守っているからねと伝え、生前中に子供が20歳になるまで誕生日カー
ドを書き残し、子供たちはいつもお母さんがみていてくれることでがん
ばっている。

　それをしないでいると、小さい子供は自分が悪い子だったからお母
さんがいなくなってしまったと思う。など実践に裏付けられた事例だけ
に胸に迫ってくるものがありました。

 

ページトップへ

3/18 土 
 
○２０億問題調査
○河合診療所ふれあいフェスティバルに参加。
　バザーあり、健康チェックあり、ゲームありの楽しいつどいでした。せ
っかくの集いが雨で残念です。

お弁当はお休みです

バザーのお買い物
八朔、イチゴ。みたら



○少年補導条例の宣伝
○愛と死を見つめてのテレビドラマを見ました。
　昔吉永小百合の映画を見ましたが、その後どうなったのかと言うこ
とで映画とはちがっていましたが，骨肉腫の手術で顔を失うか、命を
失うかの苦しい選択に,死ぬことをえらぼうとしていたミコは、マコの励
ましで生きることを選びます。

　人の生きる勇気を与えたのは真っ向から立ち向かった勇気と愛でし
た。それが時代を超えて感動を与えるのだと思います。

○昨日少年補導条例の議論の中で教育長は、警察から条例の話を
聞いて「たすかる」と答えました。

　教育委員会にもはかっていませんでした。もっと大人が子供たちに
真剣に向き合うこと。しっかりと愛情をもって接することが大切だと思
います。

しもち、おでん。ぼー
る
ぽんがし

3/17 金 
 

○予算委員会。警察教育の議論でした。少年補導条例について審議
が行われ傍聴をしました。
　共産党の田中美智子議員が、国で法律もないのに。国民の権利を
制限する条例を県が作ることができるのか。
　憲法は、国民の権利を守る立場から、権力を監視するもの。弁護士
など専門家の意見を聞くよう参考人を呼んでほしいと意見を述べ、委
員会にかけられましたが、賛成は３名だけ、後は様子を見ながら反対
をしたので結局、参考人を呼ぶことにはなりませんでした。
○２０億問題
○下水工事について調査依頼
○夕方、近鉄奈良駅前で少年補導条例の宣伝を行いました。
○広陵後援会役員会

たまごやきミートボー
ルほうれん草、の期
ベーコンの炒め物。
金柑
卵の横のものにんじ
んとかぶらのぬかづ
け、

3/16 木 
 

○昨日の裁判のまとめ
○王寺町の橋の裁判傍聴
○議案の賛否を相談
○弱きを助け強気をくじく県民集会に参加。
　佐高信さんの講演を聞きました。痛快な切り口で小泉政治をばっさ
りと、さあがんばろうと言う気がわいてきました。

今日はハルちゃんが２歳になりました。お相撲大好き琴欧州。

3/15 水 
 

○２０億円不正融資の裁判第１４回公判が、葛城地方裁判所で行わ
れました。県の関係者３名の証人尋問でした。
　診断の判断が、何度も円高、パーム油が輸入されヘルシー嗜好に
なった。牛肉の輸入自由化と貸付当初から同じ理由を言い続けてい
ること。売り上げが少なく、次年度返済みとうしがないのに将来的に
は改善されるだろうと言う根拠のない希望的観測で条件変更を行っ
てきていることなど明らかになりました。

○生活相談・・・・・高校合格したが、採寸のときにお金が用意できな
いと相談あり、学校教育かに相談、保護者から学校に相談して業者
に直接支払う方法もできるとのこと。

玉子焼き豚のしょうが
焼き、ねぎの南蛮漬
け，あらめと豚肉とに
んじんのにもの金柑

3/14 火 
 
○少年補導条例、の宣伝行動。

　県のキャラバン宣伝カーが来て、河合町を中心に８箇所宣伝しまし
た。天候がよく、演説に対して最初は何を言っているのかと言う様子
の人もうなずいてすれ違ってくれました。
　自転車に乗って中学生の子供たちが関心ありそうに聞きながら通っ
ていきました。知らない人があまりにも多すぎます。
○日本メンタルヘルス協会の初級講座に参加しました。
　初めての人たちに出会いグループごとの学習でしたがすぐに打ち解
けて先生に講義も楽しくあっという間でした。
○生活相談・・・・１件

玉子焼きサニーレタ
ス一口かつ
かますごの塩焼き



ほうれん草バターい
ためにんじん

3/13 月 
 

○３/13重税反対全国そう決起集会、葛城北民商の地場産業振興セ
ンターでの決起集会に参加して挨拶をしてきました。

雪が降りしきる寒い日となりました。
○弁護団会議
○不登校の支援グループが、本日県議会の各派に少年補導条例の
ことを申し入れたとニュースで流れていました。

寒いのでシチューに
しました

3/12 日 
 

町内の清掃の予定が雨で延期となりました。
○午後から橿原の万葉ホールで開かれた、北川前三重県知事の講
演を聞きに行ってきました。
　ないものねだりをするのではなく、あるもの探しをする時代とのこと。
理解はできますが、奈良県予算を見ていると、県民サービスを削っ
て、大型公共事業に莫大な予算をつぎ込むと言うのでは、お金の使
い方が間違っているとしか思えません。
　街づくりでは、黒川温泉のことが話題に。地元で知恵を出し合って
町おこしに成功したとか。いろいろ面白い話を伺いました。
○少年補導条例について宣伝と関係者への申し入れ

お休みです

ページトップへ

3/11 土 
 

○少年補導条例に関して問い合わせがありました
○健生会友の会サークル活動交流会に参加。
　展示コーナーでは。日ごろ知った方々が、見事な作品を出品。こん
なにすばらしい芸術家がたくさんいたと新たな発見と驚きがありまし
た。
　故峯英夫さんの遺作の写真が展示されていました。芸術的にも見
事な写真でした。
　実行委員長ということで挨拶をさせていただきました。
歌あり、踊りあり。楽しい舞台でした。わたしも長生き節で出演。着物
リフォームサークルで作った留袖のロングドレスを着させてもらって、
ファッションショーのモデルも勤めさせてもらいました。
　パワーあふれる楽しい１日でした。

○少年補導条例は、宣伝カーでテープで知らせています。高田の駅
前で高校生ぐらいのちょっとやんちゃそうなグループの子供たちが手
を振ってくれました。

最後のフィナーレは
ふるさと,りんごの歌.
青い山脈でした

3/10 金 
 

○奈良土木事務所立会いの下、水路の調査を行う。
　冷却水が流れているだけと言う市の環境保全かの見解であった
が、現地は温泉場の硫黄のにおいが立ち込め、水路の藻は茶褐色
になっていて、水路のヘドロの除去を要望するが、ここだけ改善しても
大元が改善されなければどうしようもなく、奈良市とよく相談したいと
の返事であった。

○記者クラブに20億裁判のことを知らせる。
○議会運営委員会
　本会議、一般質問は今日で終わり
昨日、奈良弁護士会・不登校の親の会が近鉄駅前で行った少年補導
条例反対のビラまきが各新聞に報道されていました。

にら卵、鳥とえびのフ
ライ、ちくわのきゅうり
詰め。いちご、ごぼう
てんとしいたけの煮
物

3/9 木 
 

○奈良市役所、下水道管理課，産廃対策課,環境保全課。
　なら保健所に２０億の会で、危険な工場廃水の早期改善と、側溝の
悪臭改善の申し入れ。
　ハイミールの汚水処理の現地調査をした担当職員が、感知器に硫
化水素を確認して途中で危険なため調査を打ち切ったとのこと。
　５ヶ月前に有毒ガス中毒が発生して以後、具体的な改善策がとられ
ず、きわめて危険であり、早急な対策を要望。

○県議会一般質問
○県議団会議
○生活相談・・・初めての税金申告の方法について
○なら土木に側溝にたまったヘドロの調査明日現地で実施するよう
要望。
○少年補導条例について愛知県の不登校の団体から要望をいただ
きました。

玉子焼き、ほうれん
草のおひたし、酢豚
風ミーとボール、にん
じんと、きゅうりのぬ
かづけ
かつおと昆布の甘辛
梅干、月ヶ瀬付け

3/8 水 
 
○県議会本会議
　山村幸穂議員の一般質問でした。共産党は代表質問ができないた
め代表質問とかねた一般質問となります。
　少年補導条例については、条例がなくても今実際には同様のことが
行われており、条例ができればもっと人権侵害のことが起きるのでは
ないか。子どもの権利条約からみて子供の声を聞いたのかの質問に
は、県警本部長はインターネットで誰でも見られるようにしているから
知らせている。

あらめと大根と豚肉



　パブリックコメントに子供の声はなかった。山村さんが、子供たちの
声を聞いたが内容が何のことかさっぱりわからないと言っていたと再
質問、本部長は，読んでもらえば理解できると言っていました。

○生活相談・・・初めての人が生活保護のことでこられました。

　今日は51歳の誕生日でした。
　いつも国際婦人デーの集会などで私の誕生日は何もなしだったの
ですが、今日は帰ったら次女が来ていて、長女と合作のバースデー
ケーキを作ってお祝いをしてくれました。

の煮物、ぴりからこん
にゃく、玉子焼きベー
コンと小松菜の炒め
物
煮豆、しゃけフレーク

3/7 火 
 

○県議会本会議
○火薬庫の問題は予定地を変更することになったとのこと

○少年補導条例の問題で考える会議長に申し入れ
○障害者控除について
○厚生委員会

ほうれん草おひたし
玉子焼き、野菜の煮
物
りんご、焼き魚

3/6 月 
 

○県議会・・・今日から代表質問です
○生活相談・・・生活保護の問題
○火薬庫について設置基準を問い合わせ
○アスベストの対策会議について
○少年補導条例について

新聞に素敵な川柳が載っていました。
　殺し合い、人はいつかは、死ぬものを
殺しあうために、どれほど多くのお金が使われているでしょうか。
　生きるために使ったら、どれほど多くの命を助け、不安をなくすとが
できるでしょうか。
　この川柳が私の脳裏に焼きつきました

きゅうりとわかめの酢
の物玉子焼き、サトイ
モと鳥の手羽先の煮
物、さわらの味噌漬
け
しいたけ昆布。梅干

3/5 日 
 

○少年補導条例について，通ってしまうと困るからと議員さんに連絡
したいが住所がわからないと連絡をもらいました。
　県議会のホームページにも書いてありませんでした。県民手帳で紹
介しました。
○書や、陶芸、などの作品展が當麻文化会館で開かれ、見学。
　知り合いの方が、憲法９条を書いていました。町の芸術家が本当に
いっぱいいることを感じました。
○上牧９条の会、ジャーナリストの先生と挨拶できました。
　残念ながら公演を聴く時間が取れませんでした。
○御所の支援。宣伝カーで回りました。お天気がよくて絶好の宣伝日
和となりました。
○少年補導条例について
広陵町オークワ前とエコール真美で宣伝。子供たちが関心を寄せてく
れました。 當麻の展覧会場でい

ただいた竹のトンボと
かにです見事です

ページトップへ

3/4 土 
 

○生活相談・・・生活保護費が削られた問題について
○王寺町９条の会結成
　憲法９条が縫い付けられタペストリー、琴の演奏と素敵なコーラス
今正秀先生の９条の心のお話は，新たな発見がたくさんありました。
○県委員会、決起集会に参加

3/3 金 今日はひな祭り。桃の節句です
○朝から、奈良県看護短期大学第８回卒業式に参加しました。
　厚生委員会の副委員長と言うことで始めて招待していただきまし
た。　79人の看護学部、15名の助産士さんが卒業。着物やはかま。華
やかでした。一人一人が卒業証書を受け取るとこの顔が、壇上から



 
はっきり見ることができました。とても素敵な笑顔が、印象的でした。

　ももちゃんの初節句で。お赤飯とお饅頭を届けに行ってきました。
　今年から保育園に行くことになって、入園の通知が来たそうです。
私の顔をヨーク見つめて、だんだん慣れてきて帰るころに笑ってくれ
ました。寝返りができるようになってかわいくなりました。
○県庁へ、フリースペースの子供たちが、条例を作らないでと県にお
願いにきたいとのこと。
大人がやることが、子供に大変な不安を与えていることにもっと気づく
ことが必要です。
○２０億の会、事務局会議

ほうれん草のバター
いため、玉子焼き豚
肉のしょうが焼き、ポ
テトとチーズのグラタ
ン、高野豆腐の炒り
にきゅうりとにんじん
のぬかづけ

3/2 木 
 

○久々の五位堂駅の早朝宣伝、少年補導条例と、２０億の裁判の問
題を訴えました。
○少年補導条例問題で、関係団体に要請。
　賛成ですと言うところも。話をしたら、もう一度条例を呼んで勉強しま
すとのこと。今、知らせることが大事です。

○介護保険、奈良県交渉。県下の共産党の議員が参加しました。
　改めて、自治体格差が広がっていることを感じました。
　県の役割とは、すべての県民を視野に入れて、一定のサービスが
保障できるようにすべきではないでしょうか。
　介護保険の１０月改定されたホテルコストの導入による、負担でき
ずに対処した実態の調査がされていません。
　個人情報との担当者の意見に、もっと現実をつかんでと意見がいっ
ぱい出てきました
○ヤマト２１世紀ビジョンについて、専門家の意見を聞きに行ってきま
した。計画作りは悪くないが、実態、原因、対策をすべきであり、現状
もつかめないまま、対策だけでばら色に描くことはごまかしに過ぎな
いとのこと。もっともです。
夕方、帰りの車から、生駒山に沈む真っ赤な大きな夕日を見ました

デジカメを忘れて、控
え室でとってもらいま
した。データが届いた
らまた掲載します

3/1 水
 

○朝から雨、２０億問題の調査
　ヤマトハイミールに対する奈良市の下水道の改善指導が出て以
後、何も改善が見られない。
排水溝から湯気が立ち上っていて、心配との相談あり、現場見学、
湯気とともに悪臭あり、県の環境政策課に伝える。
○国民融合全国会議の原稿添削

コンビで弁当を買い
ました。
これで３６５円、作る
よりずっと安上がり
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