Here are the Daily Activities of Hideo Yoshiizumi referred from the blog!
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http://www.hideo-y.org/#top
吉泉秀男の毎日の動きがわかります。
ホームページをご覧下さい。

4 月 12 日

N 社長は「夢だけ追ってきた。」と苦労話は一切

遅れ、会期延長、審議する法案の選択等が求め

員を担い駐日大使を福島党首と会わせたり、酒

しない。同業種の仲間と定例的な勉強会を開催

られる時期に来ている。
「核安全サミット」が開

田港に近いウラジオストックとの経済交流を模

している。国保労連、県教組からそれぞれ要請

催されている中で、5 時から防衛省を呼んで「核

索している現状を話しながら指定から外される

を受ける。上京するまで時間あったので、自治

問題」｛NPT 運用検討会議に向けた日本の取り

ことのないよう頑張る事を述べる。辻本副大臣

労役員と夕食はさんで意見交換する。話がはず

組み｝についての勉強会、そして先日、サイパ

にも伝え直接会う機会を早期につくる努力を約

み、最終新幹線になり宿舎に着いたのが 12 時

ン、テニアンの社民党調査団報告あり、北マリ

す。
「日本農業新聞」取材が３０分を大幅に延長、

過ぎる。

アナ諸島サイパン、テニアンの市長、議長と会

その後、明日「消費者問題特別委員会」で取り

談し受け入れ表明された事。この事を受けて社

上げる島根原子力発電所点検漏れについて消費

民党として政府に早急に申し入れすることを確

者庁と意見交換する。明日質問、明後日も質問

認する。文科省科学大臣賞受賞帰りに（株）ウ

と続くため

エノ社長が来所し、お世話になっている S 弁護

に原稿整理

士、上野秘書と共に小さな祝賀会。庄内を活力

に追われる。

ある地域にしていく為に熱い論議・・・・・

私の虫歯が

4 月 13 日
朝起きてブログに向かおうとしたが、パソコ

地元での活動は今日で終って上京する。今日
の日程を有意義にこなさなければならない。ロ
シア経済交流案件で D 商社代表と 9 時半で約束
していたが少し早く着き、秘書が対応してくれ、
幹部会議を開いていたので社長は約束の 9 時半
に来る。順調に伸ばしている会社はさすが時間
を有効に使うものだと感心する。資源豊富なロ
シア、そして酒田港と近いウラジオストック、
商取引希望しているウラジオストックの希望を
説明し社長の意見を求める。慎重であるが、か
つてにぎわった酒田港、港町酒田の活力を取り
戻すに、全面的に賛成。案件を詳細に煮詰める
為に資料を準備することを約す。先般入党して
くれた K 町議が取り付けてくれた「マッシュル
ーム」社長と意見交換、工場も見せて頂いた。
脱サラで会社を創立してから９年しか経ってい
ないが、すでに名の知れた会社になっているし、
従業員も 30 人を越えている。（株）T ボイラー
の実験装置として重油から木質バイオマス蒸気
ボイラーに切り替えた生産体制も順調に稼動し
ている。農業の 6 次化産業と口では言うが、こ
こまで来るまでに相当の苦労があったと思うが

ン立ち上がらず。参った。今日は毎月発行のニ
ュース仕上げなければならないし、一週間の行
動通信も仕上げメールで送らなければ、印刷し

動く、少し顔

て明日社会新報と合わせて配達が間に会わない
のに・・・・、とにかく参った。内容を頭で整

４月１４日

理し執務室に直行する。執務室のパソコンで対

メールが遅くなり、朝、晃に電話し、
「今日発行

応し。何とか間に合うことが出来た。9 時 10

のニュース、ひでお通信印刷終わっているか。」

分から両院銀総会であるが、各委員会開かれて

問い合わせ、OK の返事もらいほっとする。
「社

おり全員そろわず。今週の衆参日程を確認する。

民党、吉泉ひでお支援する会」に入会して頂い

きが激しい。

JR 不採用問題決着する。又市副党首、辻元国交

ている方々に、今回からニュースと毎月の通信

顔が膨らみ

副大臣のご努力に感謝、12 時 45 分代議士会、

（４回分）郵送する事とし、秘書に発送依頼す

熱も出て参

1 時本会議、「たちあがれ日本」会派結成の為、

る。急に「酒田港の重要港湾指定要望書」をも

った。質問、

席順がまた変わる。2 度目である。今日から高

って庄内すべての議長が揃って来館、今、国交

本会議と続

速道路関連法案

省では重要港湾１０３から４０港湾に絞り新規

くのに・・・・・

に対する審議が

直轄整備事業進める方針であるが、酒田港の取

寝られないので朝早くコンビニからパンとコー

始まる。参議院

り扱う量は６０番目に位置しこのままでは指定

ヒー仕入れ、タクシー（地下鉄動いてない）で

では、すでに選

から外れると言う危機感が日増しにつよくなっ

執務室に向かい今日の質問と明日質問の原稿整

挙モードに突入

ている。先日も山形県、市町村長会が要望書を

理、しかし、熱のせいか体がダルクて思うよう

している。渕上副党首から木曜日の幹事会で候

もってきている。山形県にとっては大きな課題

に進まず。８時５０分から消費者問題特別委員

補者がほぼ揃うので、支持労組の会合開催でき

である。議員就任間もなく対外貿易はじめ港を

会理事会、９時から委員会９時２０分から、た

るようにと指示入る。曽戸労動部長と段取りに

活用とした経済方策を検討してきている事を話

った１０分間の質問である。はじめは２０分の

入る。重要法案目白押しなのに国会審議大幅に

しする。特に、私自信「日本ロシア協会」の役

持ち時間であったが、本会議開催されるため時

膨らむ。

４月１５日
虫歯の動

間縮小、その分が与党質問時間で調整する事に

長が、東京在中の「ホームレス」を青森県まで

飛び込んだ男である。天候は雪、しかし雪をか

いた。4 年間も四つ興野宅地開発事業を無報酬

なったのである。質問内容は中国電力島根原発

連れて行き生活保護申請など面倒見ると言いな

ぶって独特の雰囲気を醸す昔の光景は今日訪れ

で頑張って頂いている事務局長に頭が下がる。

点検漏れ隠しを取り上げる。この原子力安全確

がら「ピンはね」する悪徳業者の実態、それに

た人しか味わえないものである。是非、羽黒山、

32 歳と言う若さで、親の援助を受けないで土地

保について今回の質問だけでなく他の委員会で

対する対応の件で来館する。質問時間とダブり

庄内砂丘、湯野浜温泉など観光に力を入れてい

を求め新築すると言うカップルは私の先輩の息

も取り上げていく事を述べる。１１時４５分代

厚労省との相談には出られなかったが、昼食と

ます山形県、庄内ですので時間をつくり足を運

子さんであった。しばらくの間会談し若い夫婦

議士会、１２時本会議、１２時半私鉄「交通対

りながら今後の対応について相談する。又青森

んで下されば幸いです。今日は自宅から行動開

の新居を持つ為の生活設計などしっかりした考

策基本法」２時ドイツ訪問で大使館から説明受

県区で「山田氏」

始であるが「虫歯」の影響で体がだるくて行動

え方に、アバウト的な私自身反省させられる。

ける。４時環境委員会質問内容打ち合わせと続

擁立ご努力頂い

が鈍くなる。こういう日は休みを取りたいのだ

書類整理、打ち合わせを済ませカラオケ大会に

く。熱がありダルク

た事にお礼申し

が・・・そうも言っておられない。甘えは許さ

出席する。寒くて観客はマバラであったが挨拶

て仕方なく秘書が

上げる。今日も

れない。週刊誌では鳩山政権失速し解散総選挙

しながら一巡する。決勝の部であり上手である。

薬調達する。明日の

環境委員会理事

7 月参議院選挙とダブル選挙が取り出され、閣

しばらく支持者グループの席に加えて頂き応援

質問内容７時半で

会、委員会、青

僚の中からも同じような発言が出てくる。
「政治

させて頂く。そして今日は地元出身歌手天音里

終わり宿舎へ、夕食

少年特別委員会

の世界は一寸先は闇である。」と言われるが今回

望の歌手デビュー祝う会である。曲「飛島育ち」

抜きで床に就く。

理事会、代議士

も多くの議員が反対しても小泉「郵政解散」も

「雪の城下町」と庄内を代表する酒田市、鶴岡

会、本会議、国

あったしダブル選挙ないとは言えないのである。 市を唄った曲である。大学卒業後、小学校講師

交省政務官に

議員になってまだ 7 か月、組織体制も不備な私

を経ながら好きな歌に人生を賭けるという彼女

「桜島降灰被害

にとってはあまりにも障害物が多い。
「連立政権

の固い決意、それを支えてくれる多くの後援会、

調査」報告し要望を申し入れる。
「労働者派遣法

の中で埋没しないように」
「自民党政権に戻すこ

私自身も精一杯応援させていただく。歌手天音

の改正」今日から論議始まる。執務室を整理し

とにないように」しっかり地元に、職場に社民

里望のブログ「成功への架け橋」も開いて頂け

最終便で帰省する。

党の旗を高く掲げて「格差のない社会」
「いのち

れば幸いです。頑張れ「天音ちゃん」大晦日の

を守る政治」を構築していくのが私の任務であ

紅白歌合戦出場願って・・・・

4 月 16 日
清掃法か
ら産業廃棄物
処理法が制定
されてから今
回で 8 回目の
改正、それも

4 月 17 日

ると自覚しながら、なんとか訪問行動こなす。
早めに自宅に戻り夕食を退院してきた 92 歳の

最近では毎年毎年改正が行われ、その都度規制

地元、

が強化され業者にとっては資金を投入しなけれ

山形県庄

ばならず、たまったものではない、そんな意見

内は映画

が地元業者から出てきている。
「廃棄物は資源で

で全国に

ある。」という視点でリサイクル、住民からの分

多くのこ

作日の雪も消え天候は晴れ、各地でイベント

別作業と協力を頂きながら、取り組みが進んで

とを発信

企画されているが中止した所も多い。地元庄内

きているが、低炭素社会に向けて課題は多くあ

している。今日から「庄内映画村オープンセッ

の館山公園では桜まつり開催され朝からグラウ

る。そんな思いで環境委員会で 20 分の質問を

ト」の営業開始である。映画村の副社長 M 氏は

ンドゴルフ大会、カラオケ大会開催される。事

小沢大臣はじめ副大臣、政務官と意見交換させ

自治労青年部副部長を担い労働運動からスター

務所に若い夫婦が子ども連れて四つ興野宅地購

て頂いた。
（質問内容別記）青森県連合三沢幹事

トした活動家である。役所を辞め映画の社会に

入申し込みに訪れ、事務局長が対応してくれて

母ととる。

4 月 18 日

