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穏やかな大晦日でした。
○河合町あいさつ回り。久しぶりでしたが、よく覚えていてくださり、が
んばってくださいと激励を頂きました。
午後からやっと正月準備。おせち料理を作りました。
横でハルちゃんが味見ちゅるといってつまみ食い、おいしいものは何
回もやるので、お世辞抜きにおいしいかどうかはすぐわかります。
１年いろいろなことがありましたが、来年も大いにがんばります。
初めて祝い鯛を焼き
良いお年をお迎えください
ました
ページトップへ
部屋の掃除
○新年号のうちあわせ
○赤旗新聞拡大、日刊新聞と、日曜版２部増えました。
新聞配達。集金。
夫が大掃除をしてくれて、玄関も少し正月らしくなりました
ハルちゃんはお正月が来るといって喜んでいます。
お正月には、たことこまを買ってもらうのを楽しみにしています。
黒豆を炊きました
映画「硫黄島からの手紙」を見てきました。
毎年のことですが
外国の監督が作ったとは思えない映画でした。戦争の悲惨さ、人間 これをするとお正月と
の極限での優しさ、残虐さ,が描かれた映画でした.。鬼畜米兵と教え いう感じがします
られてきたけれど「アメリカのお母さんも自分のお母さんも生きて帰っ
てと願っていることは同じだと知った元特攻兵が降伏」をします。
もっとお互いを知ることで、戦争までいたらなくても平和に解決でき
ることはいっぱいあります。
父親たちの星条旗、と２部作。今の時代だからこそ作られた映画だ
と思いました。
○河合民報の原稿
今年最後のごみ出しの日、大急ぎで家中のものをかき集めました。
○河合町あいさつ回り、１０件訪問。
広陵町小集会、年末忙しいのに家を貸していただき中村あつ子参
議院予定候補とあいさつ、取られるばっかりで本当に腹が立つとの声
が、赤旗新聞が４部ふえました。
美容院に、久しぶりに美容師さんの元気な顔を見せていただきまし
た。怪我をされて心配していましたがリハビリをずいぶんがんばった
ようです。この仕事が好き、この仕事に戻りたいの思いが復帰の大き
な原動力。映画「武士の一分」で必死すなわち生きることなりの言葉
を思い出しました。
○友の会のカレンダー配布
○みっチャンの宅急便の原稿がき
夫の実家のお墓参りに行ってきました。
○王寺吉川議員、金田議員と挨拶、新聞のお勧め
新聞は残念ながら増えませんでしたが、アスベスト問題などいろい
ろお話を聞かせていただきました。
○介護保険の認定審査会の問題
○盗難の考え方について問い合わせ
○20億問題
年末もいよいよ押し迫ってきました。佐田行革担当大臣が辞任、安
倍ぼろぼろ内閣です。
○障害者の授産施設で職員が給与が、3から4ヶ月未払いで理事長
が行方不明となっているとのことで、奈労連や弁護士さんが県に申し
入れ同席。
施設の基準を満たしていないため補助金を出せないとのこと、緊急
小口資金も貸付できないとのこと。最後の駆け込み先なのに、給料の
盗難、紛失という貸付項目になっているが、給与に当てる補助金を持
ち逃げされたことは盗難に値するのではないか、救済する立場で考
えればいくらでも対応できるのではないかと思います。
○アスベスト問題について奈良労働局に申し入れ
ニチアスの下請けやなくなっている企業の元従業員や周辺住人を
救済する方法について質問しました。
労働局では雇用関係のある労働者が対象で、住民は環境サイドの
対応になるとのこと。
また、下請けも常時アスベストを取り扱っているかどうかが労災の

場合の認定基準になるとのこと。解体については携わる従業員に対
してアスベストと取り壊す場合の教育を受けることが法律で義務付け
られているとのこと
○青年雇用問題で山下よしき元参議院議員、中村あつ子予定候補ら
とともに、ハローワークに申し入れ
民青同盟が行ったアンケートには120名の回答が寄せられました。そ
れの基づいて生の声を伝えました。
○上牧町石丸議員と挨拶回り

12/26 火

12/25 月

12/24 日

12/23 土

12/22 金

薩摩藩の庭園と工場跡をたずねました。
当時優れた技術で富国強兵を進め、徳川をはじめ諸国の大名に精
力的に婚姻を結んで自らの地位を不動のものにしていったことが展
示されていました。
知覧の特攻記念館を訪ねました。
1036人の隊員のうち奈良県の方が8人いました。29歳の方が字も読
めない子どもたちにカタカナで書いた遺書は涙で最後まで読めませ
んでした。
お孫さんと一緒にこられた76歳のおばあちゃんが、うちの主人も後
少し戦争が続いていたら出撃するところでしたと話してくれました。
お孫さんは、以前も来たことがあったけれどおばあちゃんときて千人
針のことなど初めて教えてもらえてよかったといわれていました。
私もいつか孫たちと訪れたいと思いました。
帰るころには開聞岳も、櫻島も良く見えました
菜の花が咲き南国を実感しました。
夫と九州に行ってきました
初めて神戸空港から飛行機に乗りましたが、がらがらでした、一緒
に参加した人たちも、あんな空港赤字でじきにだめになるといってい
ました。
鹿児島空港から、青島、神話の地宮崎に、雲仙は坂本竜馬が新婚
旅行に場所でした。昔のリゾート地だったところは荒れ果てたホテル
の無残な姿が印象的でした。
林田温泉に宿泊。温泉にゆっくりつかって疲れも取れました。
○1日県党会議でした
サンタクロースからの
昼休み6人の県議候補で写真撮影、隣の畑から拍手が。おじさんが プレゼントの靴に大
がんばれよと声をかけてくれました。
喜び，なっちゃんも食
器とスプーンが気に
○広陵後援会忘年会
入ったようです
○議会のまとめ
ページトップへ
12月には思えないほどの穏やかな暖かい1日でした
○上牧町統一行動に参加、初めて伺ったところで、五位堂駅でいつも
演説していますね、とか王寺駅で聞かせていただいています、中には
音楽祭で歌を聞かせてもらいましたなどいろいろでしたがどこでもが
んばってくださいと励まされました。
○香芝女性後援会演説会、県政について報告させていただきまし
上牧で炊き出しのカ
た。 高齢世帯で介護が大変なことが話されました。家が老朽化して レーを食べました
いるため、ヘルパーさんに来てもらって階段が落ちたら大変なので階
段を修理した。老健施設に申し込んでいるが4番目で入所待ちなど。
介護はなってみないとわかりませんよ。死ぬときにはみな病気で動け
なくなって死んでいくんですと語られました。
○元同僚に赤旗を勧めたいと一緒に訪問2部日曜版を増やすことが
できました。
○奈良民医連新聞原稿
○県庁へ
○生活相談・・・2件県営住宅の入居について。土地の登記について
○新日本婦人の会、私学の予納金問題で申し入れに同席
県立高校が中学卒業で高校進学者の63.5％しかなく、私学に頼って
いるが、合格すると行っても行かなくても3万円の世納金が必要でそ
の廃止を求める署名が2377人分提出されました。
○日の丸、君が代問題で申し入れ
○周産期医療について、奈良県に小児母子医療センターの建設を求
める会より申し入れ
看護師,医師確保が極めて困難であることを再確認
大淀病院が来年4月から産科を閉鎖することとなり、県南部に出産で
きる施設が0であることがニュースで流されました、過疎対策の委員

12/21 木

12/20 水

会で私が主張していたことでした。
○河合町町政、県政報告会が開かれました
○高田警察署に笠の通学路の安全対策を申し入れ
○広陵町挨拶まわり
○中村あつ子さんと，上牧町、広陵町宣伝、自民党支持という男性が
自民党にお灸をすえるには、他のとこは生ぬるい共産党がんばれと
激励されました。
○土庫病院医療後援会決起集会
○王寺町議会報告会
○五位堂駅早朝宣伝
○広陵町笠の通学路の安全調査
○身体障害者手帳の診断医問題で民医連関係者の申し入れに同
席、 奈良県の基準が実態に合わないため現場の相談員の方が苦
労されていること、医師不足の中で認定医師かかけないために遅れ
ることで患者さんがもっと早く受けられる制度が受けられない。
精神科に入院中の方で長期になると肢体不自由が出てくるが診断
医師がいないと認定対象者でも認定されずに不公平が起きている。
患者にとって一番身近に見てもらっている先生に書いてもらえるの
が一番、他府県はもっと緩やかな基準となっているなど，寺田障害福
祉課長に申し入れました。県としてやれることは検討したいと約束して
いただきました
○奈保連交渉、いつもいつも子育ては大変です
○広陵町9条の会準備会忘年会 すごいビックニュースがありまし
た。お楽しみに。
○桜井環境を守る会学習会
久しぶりに関口鉄夫先生のお話を聞かせていただきました。におい
が人体に与える影響について勉強になりました。
。○河合町街づくりの相談
2月4日に上映するｗｉｔｈの映画の上映にあたって申し入れを受けま
した。若い人ががんばっていい映画を広げようとしていることに励まさ
れます。

12/19 火

○王寺町新婦人クリスマス会、子どもたちがいっぱい集って手作りの
ご馳走に暖かい雰囲気の集まりでした。挨拶というのも堅苦しいので
お話おばさんになって手遊びを。クリスマスプレゼントに乳幼児医療
費が拡大されることを報告しました。
○広陵町新聞のお勧めに回りました。
日刊新聞と日曜版が増えました。「テレビを見ると腹のたつことばか
りあまり見ないようにしているとのこと、赤旗新聞は腹の立つことも書
いているが、そのことにがんばっていることも書いているので腹の立
ち方が違ってきます」というと購読を約束してくれました
○支部会議に参加、定例の会議は力が出てきます。
○大輪田駅前早朝宣伝
久々でしたが、ビラの受け取りもよく、反応も良かったです。
○事務所の掃除と片付け，みんなでやると片付きます。

12/18 月

12/17 日

玉子焼き、トリのから
揚げ、高野豆腐、人
参ほうれん草の卵と
じ。レタス、金平ゴボ
ウ、ひじき

おやつに食べたぬれ
おかきが最高でした
プロフェッショナルで
○生活相談・・・一人暮らしをされていてなくなった方の粗大ごみを市 紹介された青森の木
役所に頼んだら持ってきてくださいといわれたが、もっていけないので 村さんのりんごもおい
どうしたらいいかとのこと、調べて返事をすることを約束。
しかったです
○20億問題
○北葛城郡会議
1日中、雨との予報でしたが，日が出て暖かな1日でした。
○王寺支部の統一行動に参加
王寺町幡野議員と新聞のお勧めに行きました。
新聞が1部増えました。国民年金では将来生活がやっていけない、介
護保険も天引きされたらどうなるのかとの声も、さいきん世の中が変 王寺に行くと最近お
になっている。
気に入りはオカ屋さ
共産党の演説は聴いたことがないが、今井さんのお話はお話会で んのチーズケーキで
聞かせてもらったという人にも出会いました。
す、和菓子屋さんで
教育基本法では愛国心を入れるのはいいのではないかという意見 すがあっさりしていて
の人もいました。
甘さも控えめでふわ
新聞は読まないが応援させてもらう、もっとがんばって欲しいと激励 ふわ、550円はお買い
も
得です
車を止めるところが悪くて、見えるところだからと思ったのが大間違い
話に夢中になっていて気が付いたら、ご迷惑をかけていました。
お詫びいたします。反省。
○王寺民報の原稿、河合民報原稿、今から書きます
ページトップへ

12/16 土

○広陵町内宣伝、教育基本法が改正された問題で訴えてまわりまし
た。朝2時間。午後1時間、われながらよくしゃべり続けられるものだと
感心します。
教育基本法はいいことか悪いことかよくわからないという声を聞か
せていただきました。教育は不当な支配に屈することなくの条文がな
くなりました。国家統制の戦前のような教育に戻してはなりません。こ
れから現場で具体化させるにはいくつのもの法改正が必要です、具
体化させない取り組みを進めましょう。
○王寺町女性後援会忘年会，県政報告をさせていただきました。
○業者後援会決起集会、50人が参加、年末の忙しい時期によく来て
いただきました。
国民健康保険の税の滞納による差し押さえの問題や、国民金融公
庫の貸し渋り問題など深刻な実態が報告されました。
要望、信号機の設置について
久々の晴天でした。
○王寺駅早朝宣伝、昨日国会の委員会で教育基本法が強行採決さ
れたことを訴えました。
赤旗で紹介されていた、国会周辺が騒然として、日教組や全教の違
いを超えてみんなが一緒に反対していること。
訴えながらこんな重要なことをみんな無関心で通り過ぎていくことに
もっともっと知らせる必要を感じました。

12/15 金

12/14 木

12/13 水

12/12 火

○生活相談・・・土地の境界問題
歯医者さんへ、歯ブラシのやり方を丁寧に教えていただきました
○高田土木へ王寺の168号の歩道の段差解消のことで要望
先に現場を見てもらっていたので、危険性をよく理解してもらって早速
改善してくれることになりました。
○広陵町支部会議
○教育基本法のことでエコール真美で宣伝
○すみよい会
内閣不信任決議が野党によって提案されました，国会の会期の延
長も行われ何が何でも通す構えです。国の政策に従う子どもを作るこ
とがねらいです。
○中南和地区常任会議
○河合町あいさつ回り
雨で留守が少なく、たくさんの人とあえました。
○河合診療所友の会世話人会
昔の話を聞きました、ことりというのがあって暗くなって子どもが遊ん
でいると、ことりが子どもを拉致して何処かに売り飛ばしてしまったと
いうことが時々あったそうです。
親の言うことを聞かないと、橋の下から拾ってきたといわれたとか，
川で遊んでいてことりが来たと聞くと怖くて水の中にもぐっていたと
か、ういているとみんなつれてていかれたとのことです。
今では信じられないことが昔はあったんですね。
○五位堂駅前早朝宣伝
香芝の女性後援会が教育基本法改悪反対のビラまきに来てくれま
した。
○県議会最終日議会運営委員会
私学助成の拡充を求める請願が、共産党はすぐにあげるべきと主
張したのですが、自民は継続審議とすることになり、請願の紹介議員
の民主党も継続に賛成。共産党は継続には反対のため、そのことを
委員長の報告、賛成多数によりだけでなく反対の意見もいれてほしい
と意見を述べましたが認められませんでした。
共産党が提案したリハビリ医療の拡充を求める意見書が、可決され
ました。
議会の最後に知事が来年の統一選挙に間に合うように辞任の時期
を2月中ごろにすると表明。
○写真撮影
○奈良県の経済について議員会主催の講演会があり、南都経済セン
ターの理事長の話を聞かせていただきました。県政全般にわたってと
ても面白く聞かせていただきました。
○ホームページ作成
孫たちのクリスマスプレゼントを買いに行きました。靴が欲しいと聞い
ていたのですが、大人のものよりも高くってびっくりです。
○王寺駅前婦人後援会宣伝
○王寺駅の北と南で教育基本法反対の宣伝を行いました。
数が多いと元気が出ます。
○生活相談・・・生活保護について

保温ジャーに詰めま
した
ご飯、ほうれん草のじ
ゃ濃いため、玉子焼
き。ウインナトリのレ
バー煮、、柿

、積み木の橋を壊し
てしまったらハルちゃ
んにばーば壊しちゃ
だめでしゅと怒られま
した

玉子焼き、切干大根
家で大根を切って干
して作りました，甘味
が違います、レンコン
の金平いか焼き、ウ
インナ。ねぎとあげの
いために.、ごまじゃ
こ、梅干

携帯カメラでお弁当を
写しましたが、いっぱ
いで転送ができませ
ん

12/11 月

○厚生委員会
周産期期医療センターで質問。1200万円の調査費が付きましたが、
完成までの間、大阪のネットワークとの連携ができたのか、奈良県の
ネットワークを実効あるものにすべき。
医師不足については医大の定員を95人に減らしたが、100人の元に
戻すべきなど質問。大阪との連携ができたこと。医師の定員は拡大
の方向で検討していることを明らかにしました。
認定子ども園条例では90件のパブリックコメントで寄せられたことが
明らかになりました。現在よりも後退しないではしいとの意見が多かっ
たのですが県条例は国基準と変わらず。3歳児で35人以下というのは
保育園の原稿20人から見て大きく後退している。保育料金の設定や
公的責任の問題で反対しました。
医大が独立行政法人になるにあたり、行政財産を移行する問題で
は大切な県民の財産を移行すべきでないと反対。
性の低年齢化に伴う感染症の増加について,県の認識と対策を質
問、桜井保健所で取り組みが行われているとのことです。
20才以下の出産が１６５件、中絶が１８５件、ほんとうに子どもが欲
しいときにできなくなってしまうと産婦人科医も警告しています。
性的虐待も急増。本格的な取り組みが必要です。
○環境廃棄物対策特別委員会でアスベストの基準が、変わった問題
で質問していましたが、県は新たな基準を元に県の施設の調査を行
っているとのことでしたが、その結果がまとまり報告が行われました。
○生活相談・・・・2件
別荘地の防火対策、伊勢本街道の宿場町の保存
○北葛城郡選対会議
○北葛城壮年ソフトテニス大会開会式参列
○みっチャンファンクラブ、第6回広陵の文化財古墳めぐり
讃岐神社、巣山古墳，長福寺、地元でいつも通っているところなの
に何処かとおくの初めての場所にきたような気がしました。坂野古文
化会会長の案内でかぐや姫の伝説のいわれを聞く、ここは三吉みつ
よしと呼ばれているが、本来はさんきち、んはむかしはぬと発音され
ていてさんぬき神社が讃岐神社になったのではないか・・・
藤原京からも平城京からも通ってこれた距離で5人の貴公子がこれ
たと思う、最後にかぐや姫が月に行くときに見返りの坂で富士の山が
見えるが、今の図書館の前の道路がくねったところであそこから見え
る二上山はちょうど重なってひとつに見える場所でそれを富士の山に
表現したのではないかなど、ロマンあふれる説を楽しく聞かせていた
だきました。 巣山古墳は、初めて墳丘の上まで案内していただきど
んぐりや、木苺などみつけてみな童心に返っておおはしゃぎ、墳丘の
頂上に大きなくすのきと盗掘された跡が残っていました。

12/10 日
水鳥の埴輪や、家のはには、木の船や農機具が発掘されていて外
堀には石積みが規則的にならべられていて古代の土木技術の水準
の高さに感心しました。誰のお墓かはまだわかりません。わかってし
まうと歴史が変わってしまうかも。
最後は桜で有名な長福寺、まいとし除夜の鐘をつきに行かせておら
うところです。ここも大変格式が高いお寺であったそうです、桜の木は
２代、3代目になっていますが珍しい八重桜がまいとし楽しませてくれ
ます。差し入れのお米や、野菜、漬物や、自分で釣ってきてくれて甘
露煮の煮魚などぶた汁とおにぎりの昼食をしながら楽しいひと時を過
ごしました。43人が参加いただきました。
いろいろな形で支えていただいていることを本当にありがたく思いま
す。 肺炎で高熱だったのにもかかわらず。きょうのために漬物を漬
けてくださったことを聞いて感激です。
○地区党会議、来年の選挙に向けてがんばろうと決意
○明日の厚生委員会の準備
ページトップへ
12/9 土

○みっチャンファンクラブのビラまき
静岡に帰省
母の見舞い 毎日親戚の人が交替でお見舞いに来てくれていると
のこと、来週には退院でき、元気そうでした。
同室者の人の話題は、医療費が高い請求が来たとのこと。
委任払い制度があるかもしれないと紹介してきました。
帰りの電車で元の職場の人とばったり、話が弾んであっという間に
帰ってきました。
硫黄島の郵便配達のテレビを見ました。硫黄島のことは議会で栗林
中将の手紙を紹介、お勝手の隙間風を心配していた手紙を最後に妻
に書いていたとのことで、国民保護法に反対の立場で取り上げてきま

12/8 金

12/7 木

12/6 水

12/5 火

した。
テレビでは市丸大将のことを紹介されていましたが、戦争は本当に
悲惨です。人間の素直な思いを押しつぶすのが戦争なら、みんなが
素直に正直に生きていければ戦争にはなりません。
○寺前議員より、昨日入党を遠敷とを進めた人が、2人そろって入っ
てくれたそうです。
○厚生委員会の打ち合わせ
○議案の賛否の調査
○議会運営委員会
○来年の選挙に立候補予定者のマスコミ写真撮影
○県議会本会議 一般質問最終日
お弁当を写し忘れま
○王寺の道路問題で高田土木に申し入れの日程調整
した
玉子焼き、筑前に
○障害者手帳の認定医問題の申し入れ日程調整
しゃけ、カブの葉のカ
○契約案件の調査で改札録を取り寄せる。予定価格を下回る落札率 ツオ炒め
が増えている。
りんご、ウインナ
○入党のお勧め、3人が入ってくれました、初めて共産党の演説会に
参加して振るえるほど感動しましたとのこと。
もう一人にお誘いに行くとあの人にも勧めてみますと申込用紙を渡
してきました。
○地区委員会総会
○王寺駅早朝宣伝
○9条の会お誘い
御幸橋の北と、南に信号が設置されました。青信号で市場方面に曲
がるときに南に向かって青で来る車とぶつかりそうになるので改善し
て欲しとの要望があり、写真撮影。
○難病疾患センターに立ち寄ってお話を聞かせていただきました。
○議会運営委員会
○一般質問
山村幸穂議員が行いました。「部落解放同盟」のセクション交渉は見
直しするとの答弁でした。
○厚生委員会の打ち合わせ
ももちゃんにみかんを届けに行ってきました。
○健生会友の会と理事会との定期協議が行われました。
プロフェッショナルの番組で青森の木村さんという自然農法でりんご
を作っている方が紹介されていました。りんごは育つ手助けをするだ
けというのはとても子育てに通じるものがあると納得しました。
本当にすごい人はとても謙虚です。
○五位堂駅前早朝宣伝
○12月10日みっチャンファンクラブの広陵町の古墳、文化財めぐりの
お誘い。
○各派代表者会議
○議会運営委員会
○意見書調整委員会、
○県議会本会議代表質問
知事の引退表明について各党派の質問がありました。
任期満了まで行かないことがあることを示唆しました。
公認指名についてもしないといっていたにもかかわらず、10月ごろか
ら打診していたとマスコミに書かれその点の批判の意見も出されまし 玉子焼き、焼きビーフ
ンウインナ、ほうれん
た。
草の卵とじ、大根の
すづけ
○生活相談・・・平群町の廃棄物問題について
○医大の周産期センターの具体的な場所の見通しを聞きました。
○20億の署名について
○みっチャンファンクラブ世話人会
中学の友人から、お正月の同窓会の電話がありました。
3年2組は先生がなくなってから途絶えていましたが、又再開です。い
けるかいけないかわからないので、クエッションにしておいてと返事を
しておきました。
従兄弟に電話、母のことや介護保険の手続きのことをお願いしまし
た。地元で民生委員をやっているため任せておいてと心強い返事。
○歯科受診
玉子焼き筑前に。豚
○入党のお勧め、考えさせて欲しいとのこと。いつも入党のお誘いは 肉とピーマンの塩い
ドラマがあります。楽しみに待っています。
ため
○新聞のお勧め、快く取ってくれました。
金時豆、サラダゆか
途中で車輪が溝に落ちて動けなくなり、後ろから来た人に手伝って り塩こぶ
いただきました。先生もっと上手に運転せなと言われてしまいました。
大助かりです。感謝、感謝。
○事務所の周辺のあいさつ回り、思いがけず病院でずっと以前に相

12/4 月

12/3 日

談に乗っていた家族の方とばったり。お見舞い、退院して自宅療養、
口が元気で安心しました。
○支部会議に参加、教育の現場の生々しいお話を聞かせていただき
ました。
○県委員会総会
○議会準備
○20億のまとめ
母の体調が思わしくなく、介護保険のことで市役所に連絡。
介護保険の申請に家族が来て欲しいといわれる。
遠方にいることを伝え包括支援センターの連絡先を聞くと、市役所
から連絡して訪問に行ってもらうとのこと。ただし、介護保険の調査の
時には家族が同席して欲しいといわれる。改めて親元と離れて住ん
でいる場合の困難さを実感する。
本日、病院に受診しているので結果どうだったか聞いてみると骨折
で明日から入院になるとのこと。ちょうど従兄弟の子どもが看護師を
しているため安心。保証人手続きなどもみんなしてくれるという。

玉子焼きしゃけウイン
ナとキャベツのソース
炒め、大根のゆずづ
け、ちくわのきゅうり
詰め。ごま塩、梅干

○県議団会議
○北葛城郡会議 新しい事務所で始めて集りました。いよいよ選挙で
す
○知事が予算編成後に辞めるというニュースが入ってきました。
○奈良県西部ブロック家庭婦人バレーボール大会
上牧中学校で開催、来賓として挨拶をさせていただきました。
世界バレーに魅了されている。東京オリンピックのころに回転レシー
ブなどの必殺技をわくわくしてみたが、今は次から次に技だらけで、
人間はどこまで進化を遂げるのか、本当にすごい存在であると思う。
ところが自信がもてなくていじめによる自殺が後を絶たない状況が
起きている。
今こそ子どもたちにかけがえのないすばらしい可能性を秘めた人間
のすばらしさを伝えるときではないかとこのような内容の挨拶をさせて
いただきました。
母がおき上げれなくなってどうしようもないと電話があり、夫と日帰り
で静岡まで帰省。ベッドを購入しておいてきました。
先月もベッドにしたほうがらくだとずいぶん言っていたのですが、部
屋が狭くなると断固拒否。いよいよ体が痛くなって部屋の狭さよりも体
が楽になることを素直に受け入れてくれました。
高齢者の介護はさまざまな制度や介護のやり方があってもどうやっ
て受け入れられるようにするかが問題です。
ページトップへ
○王寺町こどもの国クリスマス会参加
○生活相談・・・危険な道路の改善について現地調査、金田議員と
168号線の拡幅工事でずっと地元に説明がされていなかったのに急
に説明会が行われたとのこと。

12/2 土

○寺前議員と、訪問。9条の賛同をしていただきました。
○王寺町支部総会。
○新聞の集金
ももちゃんがお泊りに着ました。ハルちゃんが大喜びです。

12/1 金

○今日から県議会が開会です
各派連絡会、議会運営委員会いつになくマスコミが勢ぞろいでし
た。だれかなにかやったんかとの声が飛び交いましたが、総務部長
から、議会の最後に知事が発言したいとの要望が出されました。
本会議の最後の知事発言では、各団体からの来年の知事選挙に
出馬要請をいただく時期、途中で要請にこたえられなくなったら悪い
ので出馬しないということを発言、途中で声を詰まらせる場面も、い
つも淡々としている知事が感情を見せたのは初めてでした。
与党の議員も初耳らしく、相談がなかったのかと不思議でした。

歩道部分が10センチ
もなく段差があり自転
車がよくは待って転
倒しているようです

お弁当を取りました

○生活相談・・・障害者の雇用問題について。朝8時から夜9時まで
長時間労働、いろいろ問題がありそうです。
○新聞拡大、日刊新聞2部。民報1部、全県で前進したそうです
ページトップへ

