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《プロフィール》
1955 年 東京生まれ
1975 年 名古屋金城学院大学
短期大学部
文科英文専攻卒
日本航空（株）
国際線客室乗務員として 9 年間勤務
1985 年 茅ヶ崎市中海岸に住む
3 人の子どもを育てる
1988 年 茅ヶ崎で子ども英語教室を開く
1993 年 食べ物の安全を考え、生活クラブ
生協茅ヶ崎支部委員長･理事の活動
1995 年 茅ヶ崎市議会議員 初当選
2 期務める
1997 年 神奈川ネットワーク運動 副代表
議会運営委員会委員長
2002 年 海外支援のリサイクルショップ
「ＷＥ21 ジャパンちがさき」設立
現在監事
子育て支援の保育室「おひさま
保育舎」設立 現在保育者
2007 年 神奈川県議会議員 初当選
現在 3 期目
2015 年 地域の居場所「ら・ぱれっと」設立
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《会員》
全国フェミニスト議員連盟
中海岸みこし保存会
茅ヶ崎日中友好協会
湘南シニアクラブ
茅ヶ崎グリーンライオンズクラブ
城山三郎湘南の会
九条の会ちがさき
《資格》
小学校英語指導者資格
英語検定２級
議員力検定１級
防災士
子育て支援員
調理師免許
野菜ソムリエ

黒岩知事と

《趣味》
フラダンス
テニス
映画鑑賞

くさか景子のほっとコラム
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ー 新春に ー

昨年の衆議院選は酷いものでした。民進
党所属の私は、前原さんや枝野さんの突然
の行動により、地方議員として置き去り、
選挙区で振り回された形となった。結果は、
もっとも悪い自民党勝利へと導く道筋と
なってしまった。これで国民からの民進党
への信頼は失われたも同然だ。本当に申し
訳ありません。

私は、これからもぶれ
ずに、憲法改悪阻止、脱
原発を基本に、すべての
子どもたち、高齢者、障
がい者の人たちが尊厳あ
る暮らしと幸せを願い、
力を注いでいきます。

人気のパクチー

くさか景子の秋のバスツアー 2017 振り返って

11 月 21 日
天気も良く、最高のバスツアーでした。
(1) オギノパン工場
見学、買い物、焼きたてパン買ってきました。
（あんドー
ナッツ、揚げパン、なつかしく感じたいへんおいしかった）
(2) 愛川ソーラーパーク
平成 25 年 5 月 に営業運転を開始した神奈川県営 14 番
目の発電所にして初の太陽光発電所、発電の仕組みを説
明したパネル設置されていました。
とても広い場所でビックリしました。
（3）昼食 宮ケ瀬 水郷商店街 ( おいしかった食事 )
宮ケ瀬 水とエネルギー館 ( 水の力で発電）動式コンク
リートダム 宮ケ瀬ダム 石小屋ダム おしゃれなダムです。
（4）道の駅 清川 みかん狩り
伊勢原 まるひろ園のみかん狩り
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もり沢山の 1 日でした。
ありがとうございます！
今井芳子（中海岸在住）

完成予想図

景子の神奈川行脚
【2017年9月】
【2017年10月】
【2017年11月】
１日 民進党 予算とりまとめ会議
１日 ら・ぱれっと会議
１日 県議会報告会
２日 ファイバーリサイクル
２日 映画会（ザ・思いやり Part2)
２日 おひさま保育 打ち合わせ おひさまﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
３日 特別委員会
団会議・本会議・部会長会議・開かれた議会
３日 ふれあいまつり
８日
４日 15区会議
小委員会
６日 おひさま保育
5日 予算委員会
７日 野菜ソムリエ試験
茅ヶ崎美術館 ハワイアンキルト式典 WE２
９日
６日 部会長会議 団会議 常任委員会 本会議
１ジャパンちがさき定例会
８日 特別委員会視察 大分県 熊本県（～10日）
ＪＲ旅のプレゼント出発式 市民集会 あべと
11日 日中友好協会 西安の旅(～15日)
11日 おひさま保育
７日
もこ決起集会
１６日 赤ちゃんとママカフェ
１２日 本会議
９日 湘南地域連合研修会
１８日 つつじ学園まつり ピンクリボンウォーキング
１３日 常任委員会勉強会 本会議
衆議院選出陣式 事務所開き ふらっとぱる
１０日
１９日 福祉ふれあいの集い 山川海の県民会議
１４日 ライオンズクラブ監査 本会議
話し合い
２１日 くさか景子秋のバスツアー
１５日 市民相談 避難者支援の会打ち合わせ
11日 おひさま保育 議運 団会議
２２日 おひさま保育 議運 団会議
１７日 老人会長寿祝賀会
１３日 議運 団会議 本会議
２４日 おひさまミーティング
１９日 本会議
１４日 ＪＲ植樹祭 南相馬
２０日 本会議
ＷＥ21ジャパンちがさき中間監査 日中友好 ２５日 湘南シニアクラブ定例会
１７日
２６日 老人会 第九コンサート
２１日 おひさま保育 ら・ぱれっと打ち合わせ
協会
２７日 トラック協会研修会
２２日 本会議 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ乳がんライトアップ点灯式
１９日 ら・ぱれっと ママカフェ 衆議院選手伝い
２９日 本会議
２３日 民進党県連大会
２０日 茅ヶ崎一中70周年式典 衆議院選手伝い
２１日 野菜ソムリエ研修
３０日 おひさま保育 キモノフェア
２４日 海岸地区体育祭 韓国視察報告会
２２日 野菜ソムリエ研修
本会議 特別委員会勉強会 開かれた議会
２５日
２３日 市民相談
小委員会
２４日 一斉ちらしまき 衆議院選ごくろうさん会
２７日 常任委員会
２８日 日中友好スクリーニング
２８日 東日本大震災避難者支援アンケート調査
３０日 青少年問題協議会 特別委員会打ち合わせ
２９日 常任委員会
３１日 打ち合わせ
３０日 DVシェルターシンポジウム
ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｳｫｰｸ

海岸侵食調査

メガソーラー

