
  日記　’07-01月　

　（2007）1月 
ご意見やご要望は
　こちらのメールで

1/31 水 

今日で１月も終わりです、あっという間でした
○奈良地方裁判所前20億の宣伝、いつも100部用意するチラシが、
今朝はパンフを配ったところあっという間になくなりました。
○上北山に電話。村長は出かけていましたが、助役がおられたので
土砂災害のお見舞いと現地の様子や要望を伺いました。
　食料や物資は三重県のほうから届くとのこと、医療も自治医大の先
生がいるので何とかなる、県庁に行くのが松坂周りになるので４時間
もかかって大変、高校入試の時期でそれらが心配。人工透析の方が
１人いるが今日入院させる予定とのこと。１日も早く道路の復旧をして
ほしいなどお話を伺いました。
○広陵町挨拶、署名
○王寺町挨拶署名
○新聞の集金、県政について懇談

写真を撮り忘れまし
た
玉子焼き、イカとジャ
ガイモの炊き合わ
せ、うなぎ、キャベツ
のおひたし

1/30 火 

春の様な１日でした
○河合町挨拶と署名。懐かしい方とお会いできて良かったです。
　新聞拡大３部増えました。お年寄りの方が、老人を馬鹿にするのも
いい加減にしてほしいと今の政治に怒り心頭でした。
○上北山で土砂崩れがあり,３人が車で生き埋めになって亡くなる事
故がおきたとの情報が入り、４時に地元を出発して現地に行ってきま
した。川上の塩谷議員と一緒に現場で関係者から事情を伺いました。
お亡くなりになられた方々、ご遺族の方々に心からご冥福をお祈りい
たします。
現地に着いたのが６時ごろで暗くなっていましたが、国土交通省の車
が崩壊現場をライトアップしてビデオで土砂の状態を写し始めていま
した。マスコミ関係者も多数集っていました。
　今回３回目の崩落とのこと、１回目は少しの崩壊だったため片側だ
けの通行としていましたが２回目は反対車線にも及んだためU字工を
使って３０メートルほど作業中に土砂が来ないような対策を行ってい
ましたが今回それも半分以上は土砂でなぎ倒されていました。
　下の旧道も土で行き来できず、上北山村のとことは完全にストップ
です。雨が降った後でもなく特に理由もないとのこと、山がもろくなっ
ていることを実感。
　県が新しい道路にはお金をかけますが維持点検が年々予算が削
減されているのが、県土の７割が山間部の奈良県では致命的です。
１にちもはやいふっこうと安全対策が必要です。
　崩れたところからは巨大な大きな岩が滑ったような槌の跡が付いて
むき出しになっていました。地すべりのような印象を受けました。

上北山西原１６９号線

玉子焼きプチトマトし
ゃけ、トリからあげ　
煮物人参大根ちくわ
高野豆腐しいたけ昆
布の佃煮ごま塩

1/30 月 

○友の会・・・朝市で八朔を買いました
○中南和地区女性会議
　乳幼児医療、介護保険の署名宣伝、女性後援会でエコール真美、
ヤオヒコ前　乳幼児38、介護3集りました。
○広陵町新聞のお勧め、２０億裁判要請署名、２１ご協力いただきま
した。
○新聞の集金、９条の会のチケット２まい協力していただきました。
○生活相談・・・国民健康保険について
以前相談に乗った方からメッセージを頂きました。

　昨日の鯛のおつくり、大根のけんを捨てるのがもったいないので、
半分ベーコンといためて塩コショウ、半分は油揚げと一緒に尼から味
でしてみましたなかなか好評。
大葉は刻んでおにぎりに混ぜ込み、パセリはグラタンの上にトッピン
グ。コンソメスープに浮かべてみました
鯛の頭は塩を振ってカブと焼き、あらは大根とあら炊き、これで元は
取れました。

玉子焼き、酢豚
グラタン、大根とベー
コンの炒め物
煮豆、塩こぶ

1/28 日 ○河合町桑原さんとあいさつ回り新聞１部、署名もしてもらいました。
　おととい王寺駅で手を振ってくれた方にばったり
○王寺町会議参加
○上牧町統一行動に参加
　石丸さんと宣伝４箇所
車に乗った若い女性が前に止まって、「共産党の本質しってるか、人
殺しや」といって行ってしまいました。まだそんなことを思っている人が
いるんですね。もっともっと知っていただかなくてはと思います。

珍しいポスト発見



久しぶりにハルとなっちゃんをお風呂に入れました。
夕食は鯛のお刺身、夫が買い物に行ったのですが、もっと小さいほう
の値段を見てお徳と思ってお刺身にしてもらったところ値段を見てび
っくり、おかげで鯛のご馳走でした。最後は鯛茶漬けご馳走様でした。

鯛のおつくり

ページトップへ

1/27 土 

○寺前議員と挨拶、新聞２部
○王寺町年金者組合新年会挨拶
○香芝女性会議　１０周年記念に参加
10年間さまざまなネットワークを広げてこられたこと、さすがという感じ
です、松本真理子さんのマリンバとトークとても元気をもらいました。
５つのH、ハンド、ヘッド、ヘルス、ハーモニー、ハート
○河合町挨拶、新聞１部
○広陵町９条の会準備会、久しぶりに参加、賛同者が500名になった
そうです。すごいですね。

鏡もちを細かく切って
油で揚げてあられを
作りました
塩味，さとう、ゆかり、
塩バター、なかなか
いけます

1/26 金 

○王寺駅早朝宣伝　王寺幡野，金田、上牧石丸議員と
とても冷え込んだ朝でした、がんばってくださいの一言がとても励みに
なります。
○県庁へ
○議会運営委員会
　議長に県議団として申し入れ、海外研修の中止、政務調査費は領
収書を添付すること、議員歳費の削減など
○産廃問題
○車の駐車問題
○精神科の受診問題

　帰る途中で狭い道に入り込んでしまい前の後ろのいっぱいで進ま
ず、暗いところで開き直り、ここまで入ってきたのだからでられないこと
はない　と思ってバックしたのはいいのですが１０メートルくらいを３０
分かけてでてきました。体中緊張していたので汗びっしょり足腰が痛く
て疲れたーという感じ、
○上牧、東議員と挨拶、署名の協力を頂きました。

玉子焼きホタテの照
り焼きブロッコリーに
炒め物大根こんにゃ
くたこの煮物イチゴ、
塩こぶ

1/25 木 

○畠田駅前早朝宣伝　金田議員とともに１軒訪問
○河合診療所挨拶
○広陵町挨拶、新聞が１部増えました、２０億署名
○宣伝石丸議員と、上牧町内ショッピング宣伝３箇所
　共産党は好きではないが応援するという人に出会いました。
お父さんがシベリアで戦争中亡くなられたそうで、ソ連と日本共産党
を一緒のように思っているようでした。
　日本共産党はソ連の共産党のやり方は間違っているとずーといって
きましたと話しましたが、わかっていただけたでしょうか。無理でしょう
ね、　でも生活相談の依然乗ったことがあり、身近に役立つ共産党と
信頼していただいたようです。
○エコール真美で宣伝、ガス漏れ事故を起こさないように大阪ガスに
申し入れを行ったことを話しましたら、良く聞いてくれました。
○北葛城郡選対会議

生後６ヶ月のなっちゃ
んはなかなか声を出
して笑いません大き
な目でジーと大人の
言うことを観察してい
ます
。犬がほえたら声を
出して笑ったと聞いた
のでワンというと、くっ
くと笑っていました

1/24 水 

○五位堂駅前早朝宣伝
　介護保険の懇談の件、県の担当課が忙しいので日程を変更して欲
しいとのこと。
○河合診療所あいさつ回り、長生き節を聞きましたという方にお会い
しました。ダンシングチームにどうぞとお誘いしました。
○広陵町区長挨拶まわり。２０億の署名のお願い
○マスコミに提出する選挙の立候補届けの記入
○宣伝カーのことで自動車を見に行ってきました。
○選挙の政策関係で議事録を検索
○上牧町支部会議に参加

お休みです

1/23 火 ○大阪ガスにガス漏れ事故を防止するための安全対策を求める要望
書作成、ファックス電話で送りもうしいれ。
　夕方返事を頂きました。北見市のような事故は大阪ガスの場合天
然ガスを使っているので一酸化炭素は排出していないとのことで安心
しましたが、耐用年数２２年を超えているガス管はあるとのことで順次
変えているそうですが、年数で計画的に入れ替えるようにはなってい
なく、老朽が激しいところから優先して変えているそうです。
　地中の管の検査は４０ヶ月に１度と義務付けられています。地面を
転がして図るローラーのような測定器を使って調べるそうです。
　白ガス管は使っていない、ねずみ鋳鉄管はポリエチレン間に計画的
に交換しているとのことでした。

○河合診療所挨拶

玉子焼き、トリのから
揚げ　ひじきごぼう人
参の煮物
金平ゴボウウインナ
たまねぎブロッコリー



○お話ローソクの会、新年会、みんなのお話をいっぱい聞かせていた
だけるので楽しみでしたが.期待どおりでした。
僕の名前は子だぬきポンの振り付けを考えました、とてもいいアイデ
アで楽しい振り付けができました。

　０さんのお葬式に参列、１０人の子どもその連れ合い、その子どもひ
孫、見事でした。いろいろなことを教えてくれました。こんにゃくは塩で
もんでから使うものと教えてくれたのもおばちゃんでした。暖かくお天
気でいい日に天国に召されました、ご冥福を祈ります。

○介護保険で懇談したいとの要望があり、担当課にレクチャーをお願
いいたしました。

のかれー味、しそふり
かけ

1/22 月 

○河合診療所あいさつ回り
○上牧民報の原稿
○大和の名水について環境政策課に問い合わせ
宇陀市、伊勢街道の宿場町復興を目指す住民の方々から相談あり、
きれいな水の湧き出る井戸があるとのこと、
　現在、県では３２箇所を１５年目に指定しており今年再調査を行って
いるとのこと、自治体から新たな候補地の推薦も聞いているが、そこ
は出されていないとのことで具体的に申し入れがあれば検討すると
のこと

　お世話になったOさんがなくなりました。先日お見舞いに言ったばか
りでしたのでびっくりしました。１０人の子どもを育て日本の母というや
さしくて頼もしい方でした。写真が私の選挙で８んねんぶりに返り咲い
たときのものを飾っていただき。今井さんがんばらなあかんでと声が
聞こえてくるようでした。
○松野議員とあいさつ回り。２０億の署名のお願い
お通夜に参列

写真を忘れました玉
子焼き　ブロッコリー
魚のフライ、みりんぼ
しウインナ、南瓜の煮
物、しそふりかけ

1/21 日 

○斑鳩ホールで新春の集い
　県政の問題についてスライドで紹介、大変好評でわかりやすかった
といっていただきました。
午後からショッピング前宣伝
サティ前、、西友前上牧万代前、エコール真美、子どもの医療費と、

介護保険の署名８０筆が集りました　　　　
　タイヤキの差し入れや、車からの励ましなど反応がありました。

ページトップへ

1/20 土 

○新婦人モーニング班会議
近くのサンマルクでモーニングを焼きたてパンをいっぱい食べました。
○広陵町あいさつ、赤旗が1部増えました。
○農民連学習会と総会に参加・・・挨拶をさせていただきました。
手帳を見ないでいたら地元の後援会の新年会が抜けてしまって気が
付いたときは明日香村。これから気をつけましょう。

○紀ノ川農民組合の専務さんのお話しを聞きました。
　地産池消は、新鮮さとコストで勝負、ここでは直売所に野菜を置い
ている組合員に1時間ごとに何の種類がいくつ売れたかということがメ
ールで発信されるため、不足分はすぐ補充できるのでいつも新鮮なも
のが並んでおり売り上げも伸びているとのことです。
　このやり方は小回りのきく地元ならではのことであり、遠距離の巨大
産地はとても立ち打てできない。今ここに市場拡大の展望があるとの
ことです。ちなみに奈良県の農業生産高は全国45位とか。もっともっ
と拡大の余地があります。
○奈良に、県委員会でプレゼンテーションのリハーサル

ハルちゃんにはさみ
をプレゼント、紙を切
ってカブトムシなど大
喜びです

1/19 金 ○王寺駅早朝宣伝
○北葛郡出初式、広陵町健民グランド、県会議員を代表して挨拶をさ
せていただきました、太陽が照り付けてまぶしく暖かな出初式となりま
した。
○お見舞い、事務所開きにたくさんきてくれたことを伝えると喜んでく
れました。
○真菅演説会
　後援会から中村あつ子さんと一緒に手袋のプレゼントを頂きまし
た。
○広陵町区長さん挨拶
奈良に行く途中食事をしておこうと入ったことのないレストランに、野
菜料理中心のバイキングでした。

暖かな手袋でがんば
ります



○20億事務局会議
○プレゼンテーションの原稿

1/18 木 
 

○21日新春の集いの演説原稿
○街頭演説原稿
○王寺民報の原稿
○広陵町自治会長さんへのあいさつ回り
○通学路の問題や、ごみ問題の要望も聞かせていただきました。
○広陵町の業者による不法開発問題、県の対応について問い合わ
せ
○広陵町あいさつ回り、署名
○北葛選対会議

お弁当はお休みです

1/17 水 
 

○早起きをして原稿がき
○ホームページの打ち合わせ
朝から雨、宣伝はお休み
○広陵町挨拶と署名のお願い
○新聞が１部増えました
　阪神淡路大震災から12年、85歳で水害、空襲、原爆、震災と人生で
4つの惨事を乗り越えた女性が新聞に紹介されていました。すべてな
くしても意志だけは残る。
自　分で自分を励ましてがんばらないと誰もしてくれない、必ず道は
開ける。本当に人生の重みを感じました。

玉子焼きウインナ大
根と人参のなます白
菜のおひたし
ごぼうサラダ
梅干、金時豆

1/16 火

○流しテープで早速宣伝しました。

○候補者会議、２１日新春の集いの打ち合わせ
○女性後援会会議、
○地区委員会総会
○２０億円パンフが普及できました

玉子焼き小松菜とハ
ムの炒め物
ミートボール、ホタテ
の照り焼き
なます、金時豆、梅
干

1/15 月 ○ホームページの記入
○原稿
○流しテープの作成、吹き込み
○河合町の支部で原稿を作り、中央委員会にも問い合わせて今の時
期にあったいいものをと知恵を集めて吹き込みました。

○医療後援会会長の稲次直樹医師と開業医の先生方にご挨拶に伺
いました。医療改悪のひどさにいつまでも自民党を応援している時代
ではないですねと

がんも、生命もというチラシを見てしばらく何のことか理解できません
でした、がんもとひらがなだったので、てっきりがんもどきを想像しまし
た。　ガンもと書いてあれば生命保険のことだとわかったのですが、
家族に話したらそんなことを考えるのは私ぐらいだろうと笑われてしま
いました。

昼のニュースでアメリカが有事の際、韓国に滞在しているアメリカ人を
日本に一時避難させるという計画を発表したときいて、北朝鮮に戦争
を行うのではないかと不安になりました。

夜テレビタックルで民主党の議員が野党ポーズで自衛隊の海外の任
務,や防衛庁が省になったことを危険な流れのようにいっていました
が、自衛隊の幹部は、国民保護法も、自衛隊法改正も民主党さんは
賛成してくれたんですよといわれて黙ってしっまっていました。

　司会の阿川さんが「日本はミサイルを作っているんですか」と質問。
自衛隊の人は「絶対ありません」といっていましたが、「同じ質問をハ
マコーさんに聞きます」というと。「核でもミサイルでももう何でも作って
いる」との回答。

イラク帰りの自衛隊員が７人自殺していたことが赤旗に報道されてい
ました。
　日本共産党が伸びるかどうか。戦争しない国づくりのためにも正念
場
稲次先生が安部内閣は５月３日の憲法記念日までに改憲手続法を
作るといっている。



　最初の県議選共産党がどれだけ伸びるのかがストップさせる力にな
るといわれました。そのとおりです。

1/14 日

地元町内会のとんど、しめ縄を持っていってきました
○広陵町出初式
　来賓として挨拶をさせていただきました。
　放水をハルちゃんに見せてあげようと急いで連れて行ったのです
が、終わったあとでした。でもはしご車や、消防自動車がいっっぱいあ
って大興奮、あったかいぶた汁をご馳走になりまいた。
　ハルちゃんが「まにあわなかったなー」といったのでどこでそんな言
葉を覚えたのかびっくりです。
○うまみ北３丁目自治会春秋クラブ新年会、自治会の新年会に参
加。
○河合町宣伝　８箇所、桑原支部長、南口元町議らと
　寒い日でしたが散歩をしている方が足を止めて聞いてくれるなどま
ずまずの反応でした。
○広陵町あいさつまわり　２０億の署名に協力していただきました。
　事務所に戻るとお花が届いていました。ありがたいことです

新年会、あでやかな
日本舞踊

ページトップへ

1/13 土

○朝から事務所開きの案内のお誘い
　いろいろな方が朝から来ていただいて手伝ってくれました。
長生き節の演奏、ダンシングチームによる踊りで活気付きました。
　２３０人が参加、家の近くのいい場所を貸していただき事務所が開
けたことを感謝。
　多くの方々の心のこもったメッセージで私がそれぞれでかかわって
きた議員活動を紹介いただき３２票差で頂いた議席がお役に立てたと
実感しました。
　３人の孫も勢ぞろいして、娘からチューリップの贈り物
　お母さんは私が小さいときからずーと選挙に出ていて。もう子どもも
独立。手のかかる子どもはいなくなったのでこれからは奈良県をよく
するためにがんばってくださいと挨拶。いろいろな思いが巡ってきまし
た。
　私は奈良に来てちょうど30年の年。誰も知らなかった奈良県で今度
は１１回目の選挙。県民を苦しめてきたオール与党の県政をかえるた
めに人生かけてがんばりますと決意表明を行いました。

○中村あつ子参議院予定候補と宣伝

事務所開き、私の挨
拶と昆布茶で乾杯

1/12 金
○王寺駅前早朝宣伝
○県委員会で３中総実践、選挙勝利の選挙学校が開かれました。
○明日の事務所開きのお誘い

最近流行のご飯やさ
んに、かまど炊きご
飯がおいしかったで
す

1/11 木

○大輪田駅前早朝宣伝、桑原支部長と
　ビラをまいていたら「議員定数削減をどう思いますかと声をかけられ
ました。議員の役割は行政をチェックする役割があり無駄遣いなどを
賛成して議員を減らせばますますチェック機能がなくなってしまうので
はないでしょうか」と答えたら、マスコミが世論誘導していますが僕も
そう思いますといって、急いで電車に乗っていかれました。

○王寺町幡野議員と宣伝.9箇所
　安倍あべこべ政治を変えましょうとうったえました、何人かの方にが
んばってくださいと声をかけられました。
○事務者開きの必要なものを購入
○演説原稿を作成
○健生会友の会三役会議
　お見舞い、事務者開きを楽しみにしてくれていた人が入院してお見
舞いに。良くなって暖かくなったら必ずいくからと手をしっかり握ってく
れました。
○河合診療所友の会新年会

玉子焼き白菜のおひ
たしおでんこんにゃく
ちくわ、はんぺん大根
えび芋、昆布　梅干
ごま塩
早朝宣伝のときは夫
が朝ごはんとお弁当
に大活躍です

1/10 水 朝から霜の降りる寒い日でした
○五位堂駅前早朝宣伝
○河合町あいさつ回り
○広陵町あいさつ回りと事務所開きのお誘い
日曜版1部増えました。
○広陵町あいさつ回り
　今日はいろいろな方と対話ができました。政治への怒りから生活に
終われてそれどころではないというあきらめ、がんばってと言う激励、
団体を通じていろいろ言われてきているなどさまざま、選挙が近づく
たびに、いろいろなところから頼まれる有権者はさぞ大変だろうと思っ
てしまいます。

玉子焼き、ぶりの照り
焼きミートボール
小松菜のおひたし
イチゴりんごごま塩昆
布



今日はなっちゃんが保育所デビューをしました。1日中なき続けていた
ようです。明日は長女がケアマネ講習のため1日保育所、大丈夫かな

1/9 火

○県庁前早朝宣伝
　6人そろって元気よく新年の挨拶をしました
○障害者施設の不払い問題、
○長期の駐車問題、高田警察が撤去命令の紙を張り出したとのこと
○アスベストの健康診断について葛城保健所に問い合わせ

お見舞い
○広陵支部会議
○広陵町挨拶と新聞のお勧め赤旗が2部増えました
○地区活動者会議

玉子焼き人参、ねぎ
の肉巻き、白菜のお
ひたし小松菜とちくわ
の煮物、りんご煮豆
梅干、塩昆布

1/8 月

○広陵町の成人式に参加しました。
　自分の成人式は学生時代で試験の前で、名古屋にいたので実家に
は戻りませんでした、ちょうど愛知県の知事選挙の集会と同じ日で栄
にいった友人たちが祝ってくれたのを思い出します。
　議員になったので毎年成人式に参加できて喜んでいます。小学校
に埋めたタイムカプセルを掘りに行くという看板を持って出口に立って
いた新成人の人がいました。夢や、希望に向かってがんばれば実現
できる社会にしたいと思いました
成人おめでとうビラを配っていたら、すみません写真とって下さいと美
しい振袖姿を写らせて頂きました。
○地元の自治会長さんに事務所開きの案内と挨拶にいきました。
○北葛城郡選対会議

玉子焼き、白菜肉豆
腐のすき焼き
南瓜の煮物,切干大
根,酢れんこん、
黒豆金柑に
梅干、沢庵

1/7 日

大荒れの天気でした
○上牧町後援会新年会
○新年のご挨拶
○県政アピールの訂正
○挨拶まわり　事務所開きで挨拶をお願いし、快く引き受けてくれまし
た。

○宣伝エコールマミで宣伝をしていたらおばちゃんが2人で
じろじろと見に来ました。今井さん遠くから見たことあるけれど近くで
見たのは初めて。言うことが1番はっきりしていてわかりやすいからと
激励してくれました。
　今の政治はいやになるねえ。応援するからがんばりや
○流しのテープを回していたのですが、テープレコーダーの感度が良
すぎて息を吸う音がざーと入ってまた作り直しです、夕方で寒くなって
きていたときだったのでおばちゃんの激励にとても励まされました。

持ち寄りの手料理を
頂きました
豆乳のテリーヌ、お赤
飯、筑前煮などおい
しいものをいただける
のは幸せです

ページトップへ

1/6 土

○河合町あいさつ回り
○障害者施設の賃金不払い問題
○２０億のこと

　自閉症のマラソンライナーの実話を映画化した韓国映画マラソンを
見に行ってきました。
お母さんが自閉症の長男のことに一生懸命になりすぎて、父親が家
を出て行ったり。弟が自分の行ったことは１度も聞いてもらえなかった
と之までのことを爆発させたり。
　お母さんが病気になったり。障害のある子どもをもつ家族の姿。自
閉症という病気は物事にこだわるあまり大好きなシマウマの柄のスカ
ートをはいた女の人のお尻を触っ起こられたり、コーチがのどが渇い
て水をくれといってもまったく無視されたり、それを気にしているので
すが自閉症の場合人とのかかわりがうまくできずマイペースなので気
にしないようにといわれ、腹を立てていたコーチがだんだん理解を深
めていく中で、水をくれるようになるなどこれまでとはちがう主人公の
変化が生まれてきます。
　どんな場合もそうですが相手を尊重すること、対等に向き合うこと、
信頼することこんなことが自閉症児を理解するヒントをもらった気がし
ました。障害をもっと子どもが増えています。中でも精神、知的障害が
多くなっています。周りの人に障害を理解してもらうのにはとてもいい
映画だと思いました。

　孫のおもりをかねて連れて行ったのですが、郡山城ホールの横を走
る電車に夢中でした。

　年賀状の中に美しい国は反対読みをすると、憎いし苦痛との紹介
がありました、福祉は福死、教育は強育、憲法は険法になりそうだと
なるほどと感心しました。

玉子焼き、ウインナ
かまぼこてんぷら
黒豆，金柑の甘煮
金平ゴボウ、ブロッコ
リー



1/5 金 早朝宣伝に行こうと思っていたら。おなかの調子が悪くて断念。食べ
たものが悪かったのか冷えたのか
　朝からおかゆ、地区委員会で中央委員会のビデオを見ました。
自民党政治の異常、二大政党を打ち出している民主党も、知事選挙
で勝っても最後は自公民のオール与党になっていること、貧困をなく
し生存権を守る大運動が提起されました、わくわくする提起がされま
した。

○葛城北民主商工会　新年の挨拶
　　　　　お昼は卵粥　
○広陵町あいさつ回り
○みささぎ台で昨年の１１月ごろから滋賀ナンバーの車がずーと路上

駐車しているとのこと、警察に連絡　

○介護保険に該当しなかった人を対象に筋力トレーニングを行う専門
職を養成する講座が大阪にあるが、奈良にないのかと相談あり県に
問い合わせ。民間企業が行っているものがあるとのこと。
○土庫病院あいさつ回り
○中南和地区常任会議
　いつの間にかおなかの調子ももと道理になりました。

玉子焼き、ウインナ
野菜炒め
かまぼこ人参ねぎの
煮物
黒豆

1/4 木

京都南座新春公演，前進座の五重塔．魚屋宗五郎を見てきました。
　滋賀、奈良県の日本共産党後援会が借り切っての集い
　県議選候補者が壇上に勢ぞろい。私も立たせていただきました。
まさか南座の舞台に立てるとは思いもよりませんでした。これも候補
者の特権です。奈良県では現職３人を６人にしようと倍加を狙ってい
ます。　滋賀県では現職２人を７人にしようとがんばっています。知ら
ない人からがんばってくださいと握手を求められました
　五重塔は２回目でしたが、役者も替わり見る私も年を重ねまた以前
とは違った新鮮な感動がありました。職人の真髄に触れた思いでし
た。

中村梅之助の口上

1/3 水

　暖かなお正月です
　主人のお姉さんが来るのでなべの用意の買出しに行ってきました。
　新春番組で関西財界の人たちがこれからのことについて語り合って
いました。奈良が本物がいっぱいあるのに、京都に泊まって奈良は日
帰りはもったいないといっていました。
　平城遷都1300年を一過性のものではなく持続可能なものにといって
いましたが、そのイベントのために本物を壊して世界遺産危機リスト
のるようなことを絶対させてはならないと思います。しかも莫大な税金
を投じて
本物を生かしてこそ奈良。

友人から電話、年末にお父さんが危篤状態に、お母さんが腰を打っ
て動けなくなり大変なお正月だったとのこと。医療費が心配で病院に
いこうとしないと身に詰まる話。
　長い間働いてこられた方々が、年取って病気になったときに医療費
を心配しなくてはならないこと憤り。がんばらねばと決意を新たにしま
した。
地域の演説会の要請がありました　スケジュールがだんだん詰まって
きます。

おせち料理を少しず
つお皿に盛り付けて
みました
オードブルのようにな
ってきれいです
これでほとんど片付
きました。黒豆は残っ
ています

1/2 火

次女が嫁いでから、忙しくて、こちらはいつもお邪魔しているのに来て
いただいたことがなかったので、ご招待。

娘の子供時代の写真が、ももちゃんに良く似ているとｊ感心していまし
た。
朝から掃除をして、買い物、食事の準備と大忙し、お客さんを迎える
のは楽しいものです。

ｎさんよりおめでとうコール。足が弱って動くことはできないが家でビラ
をおることや、留守番ぐらいはできるからとうれしい電話。いろいろな
方に支えていただけていることに感謝。

いのししの置物です、
ミズママの手作りです
あけましておめでとう
ございます

1/1 月
 

三輪神社に初詣　大きな絵馬に願い事がぎっしり書かれていまし
た。　お正月はいつから始まったかわかりませんが、１日違うだけで
去年と今年が違うことで新たな気持ちになることはすごいことだと思
います。

　長女の家族とともに御節を囲んで新春を祝いました。



○王寺駅で新年の挨拶、12年ぶりに統一地方選挙と参議院選挙が
重なる年。本気で政治を変える年にしたいものです。

えびの酒蒸し、こん
にゃく、人参くわいレ
ンコン。しいたけサト
イモ。ごぼう、焼きぶ
た

伊達巻、栗きんと
ん、金柑の甘露煮、
スモークチーズ、黒
豆、かまぼこ、膾、
数の子ごまめ

ページトップへ


