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「ともに生きる」 ちらしまき
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草間弥生作 「かぼちゃ」

『ビーチクリーンと県下水道処理場見学会』感想
6 月 13 日
茅ヶ崎に柳島浄水場があることは知っていましたが入っ
たことはなく初見学。正式名称『相模川流域下水道左岸処
理場（柳島管理センター）』
。下水道は家庭のトイレやお風
呂などから出る汚水を下水処理場に運びきれいにし、海や
街の環境を守っています。
印象的だったのは、(1) 神奈川県下水道幹線 は 60 キロ
住民 120 万人が毎日出す 一日 30 万㎥の下水を 24 時間処理。
(2) とても手間暇かけて下水を浄化、自然の微生物が水をき
れいしてくれる～油はそのまま流さないでほしい。
(3) 大雨など別の雨水管で下水道があ
ふれないようにしている。
(4) 焼却汚泥灰の放射線量は今は問題
ない。
雨の中のビーチクリーンもまた水
を学ぶ考える一日としてふさわしく、
日下議員にありがたいと感謝の気持
ちがいっぱいになった有意義な視察
会でした。どうもありがとうござい
雨の中のビーチクリーン
ました。
内野義生

映画会のお知らせ

ドキュメンタリー映画

「ザ ・ 思いやり」 パート２ ～希望と行動編～
シリアスにそしてコミカルにさらに問いかける
日本にいる米軍が世界の戦場で何をしてきた
のか？
オキナワの辺野古の高江の不条理を ・ ・ ・
それでも希望をもって生きる人々の声を聴く！
日 時 ： ２０１７年９月２日（土曜日）
第１回目 １０ ： ００～ 第２回目 １３ ： ００～
会 場 ： ハスキーズ ・ ギャラリー
参加費 ： 800 円

景子の神奈川行脚
【2017年3月】
1日 鶴嶺高等学校卒業式
2日 常任委員会
西浜高等学校卒業式 ら・ぱれっと打合せ
3日
おひさま保育舎ミーティング
4日 福島県視察 （～5日）
6日 常任委員会
7日 特別委員会
8日 北陵高等学校卒業式
9日 養護学校卒業式
10日 茅ヶ崎第一中学校卒業式 地域連合街頭
11日 WE21ジャパン定例会
11日 兵庫県視察 （～12日）
14日 おひさま保育舎
17日 部会長会議 常任委員会
18日 福島、茨城、栃木県視察 （～20日）
21日 児童福祉審議会
22日 本会議
23日 議運
24日 本会議 部会長会議 民進党県連パーティ
26日 民進党女性フォーラム ら・ぱれっと会議
27日 四国県政調査 （～29日）
30日 おひさま保育舎卒園パーティ

かな女政治フォーラム

【2017年4月】
【2017年5月】
1日 ドイツ視察 （～7日）
1日 おひさま保育
8日 WE21ジャパンちがさき定例会
2日 市民相談 美術館カフェ一周年記念コンサート
茅ヶ崎公園新テニス場ｵｰﾌﾟﾝ式典
8日 県療育相談センターヒアリング
9日
中海岸神社総会 ら・ぱれっと会議
9日 自閉症児者親の会総会
10日 おひさま保育 連合街頭
10日 議連、団会議
11日 湘南教組総会
11日 事務所打ち合わせ 一斉ちらしまき
13日 WE21ジャパンちがさき定例会
12日 ちらしまき
茅ヶ崎徳洲会病院まつり
13日 ら・ぱれっと会議
14日
WE21ジャパンちがさき総会
14日 おひさま保育舎ミーティング
15日 本会議
15日 湘南シニアクラブ県政報告会 ちらしまき
16日 本会議
茅ヶ崎市体育大会開会式
16日
17日 北陵高校みどり会総会
鎌倉市議選出陣式
18日 本会議 特別委員会
17日 市民相談日
19日 郷土会総会 おひさま保育舎ミーティング
18日 一斉ちらしまき
19日 茅ヶ崎市政懇談会 日米地位協定見直し学習会 20日 茅老連運動会
21日 中海岸自治会地引網大会
20日 スポーツ施設カーブス視察
22日 本会議 東北避難者支援の会
おひさま保育 WE21ジャパンちがさき監査
21日
23日 本会議
食生活改善会総会 社労士懇談会
26日 おひさま保育 市民相談
22日 大岡祭市民まつり準備
27日 市げんき基金報告会
23日 大岡祭市民まつり 老人会総会
神奈川県土建組合総会
24日 福井県 石川県視察 （～27日）
28日
全国フェミニスト議員連盟総会
28日 おひさま保育舎ミーティング
29日 おひさま保育
29日 メーデー湘南地区大会 湘南祭
31日 湘南地域連合懇談会
30日 湘南祭

湘南シニアクラブ県政報告会

フェミニスト議員連盟総会

