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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　

《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

《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

　2015年 12月120億円を投じた重粒子線施設「i-Rock」だが、突然4人の放射
線医師がやめ、治療が危うい状況に。原因は当初、外部研修の在り方や責任医師の解
釈の違い、パワハラ等と言われていたが、結局、機構理事長と病院現場トップの衝突
によるものだった。

県立がんセンター医師退職問題　－原因は内紛！？－

西丸福島県議と
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　2月～3月は他の病院から医師を頼み、4月からも群馬大学
から3人の常勤医師を確保できほっと胸をなでおろした。
がん患者さんを置き去りにして信頼回復を失ったがんセンター
の再生を早急に進めなければならない。
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ともに生きるチラシまき
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避難者支援肉まんつくり

ビナードさんのお話をきいて

　詩人で童話作家のアーサー・ビナードさんは、その流暢
な日本語で講演会やメディアで大いに活躍している方で、
そのビナードさんのお話をこの茅ケ崎で聞くことができた。
憲法問題に関して彼は自国アメリカの憲法事情にふれ、

景子の神奈川行脚

8 月 27 日 （月） 9時半～
地引網　中海岸かねさ網
主催 ： くさか景子と未来をつくる会

6 月 4日 （月） ハスキーズギャラリー
時間 ・入場料は後日お知らせします

アカデミー賞を受賞し社会現象を巻き起こした 「不都合な
真実」 から 10 年。 続編 「不都合な事実 2」 は、 地球温
暖化と闘い続けるアル ・ ゴア元米副大統領の姿を追う。 ゴ
アの信念に基づいた言葉が心を動かす。 圧倒的な行動力
は敬服する。 COP21 の舞台裏が描かれる。 温暖化対策
の国際的な枠組み 「パリ協定」 の採択を巡り、 ゴアが反
対するインドを説得していく過程は圧巻だ。 今も気候変動
が及ぼす危機は進行し、 地球は痛み続けている。

 　１日 常任委員会勉強会　本会議

４日 ファイバーリサイクル　民進党県連意見交換会　本会議

 5日 特別委員会一斉チラシまき　本会議

 　６日 おひさま保育　連合街頭

 　７日 本会議

 　８日 本会議

 　９日 ＷＥ２１ジャパンちがさき定例会　中海岸みこし保存会総会

１０日 １５区打ち合わせ　Ｉ女性会議総会　お通夜

　11日 日中友好協会反省会

１２日 常任委員会勉強会

１４日 おひさま保育　　打ち合わせ　くさか事務所忘年会

１５日 湘南国際村ＩＧＥＳ視察

１６日 女性活躍講演会　湘南シニアクラブ忘年会

１８日 常任委員会

１９日 演劇鑑賞会

２０日 おひさま保育　　議運　予算説明会

２１日 本会議　　ライオンズクラブクリスマス会

３１日 神社初詣手伝い

7日 消防出初式　つるが台団地新春の集い

8日 高南駅伝出発式

9日 市民相談　連合神奈川新年会

10日 団会議　県庁賀詞交換　部会長会談　連合街頭

11日
おひさま保育　打ち合わせ　商工会議所賀詞交換　湘南教
組新年会

13日
WE21ジャパンちがさき定例会　海岸地区新年会　小磯市議

市政報告会

JR東日本横浜地本新年会　神奈川土建新年会

14日 挨拶回り　神社どんと焼き　労働党旗開き

15日
全国ﾌｪﾐﾆｽﾄ議員連盟パワーアップ講座　社労士会湘南支
部新年会

17日 くさか景子新春のつどい

18日 おひさま保育

19日 福島裁判傍聴

20日 JR小田原支部大会　湘南シニアクラブ定例会

21日 老人会新年会　あべともこ新春の集い

22日 日韓議連交流会　革新懇総会　古式消防新年会

23日 打ち合わせ

24日 市自治労旗開き　社民党旗開き

25日
社民党勉強会　トラック協会湘南支部新年会　茅ヶ崎警察新

年会　岸市議新年会

26日 おひさま保育

27日 県日中婦人部新年会 原子力問題勉強会 薬剤師会新年会

29日 国際ソロプチミストチャリティランチ

30日 避難者支援まとめ　社民党茅ヶ崎新年会

31日 おひさま保育　ライオンズクラブ賀詞交換会

1日 市民相談

2日 議運　予算説明会

3日 節分祭

5日 ファイバーリサイクルネットワーク

6日 茅ヶ崎市保健所相談

7日 湘南地域連合学習会

8日 おひさま保育　全国フェミニスト議員連盟国際フォーラム打合

9日 本会議

10日 大津アメニティフォーラム　（～14日）

13日 議案説明

14日 連合街頭

15日 ママカフェ　本会議

16日 委員会　本会議

19日 本会議

20日 おひさま保育　薬物乱用防止講習会

22日 本会議　打ち合わせ

23日 おひさま保育　本会議

24日 小出川桜まつり　避難者支援交流会

25日 福島県視察

26日 全国ﾌｪﾐﾆｽﾄ議員連盟　韓国大使館・ノルウェー大使館訪問

27日 環境農政常任委員会

28日 おひさま保育　なでしこブランド視察

【2017年12月】

【2018年1月】

【2018年2月】

1787 年ジェファーソンによって策定された憲法に日本の 9 条に相当する
ものがないかと 3 回も憲法を読み込んだという。そこで見つかったのは　
戦争には国会合意の「宣戦布告」が必要という確かな歯止めの言葉。しか
しその「歯止め」が、その後の歴史の中で次第に外されていく過程の話で
　彼は世論を都合よく盛り上げようとする際の「言葉のまやかし」にふれ、
まやかしを見抜く力、言葉の本質を見ようとする作家としての自身の姿勢
を合わせる。まさに今、この国でも日々政治場面のあまりなことばの軽さ、
まやかしにいら立ちを感じている私達には　多いに同感でストンと落ちる
言葉であった。
　その他アメリカの憲法にある常設軍の禁止や銃の権利についての意外な
話を聞き、アメリカは毎日が憲法違反・日本のはカニカマ憲法・攻撃され
なくても落ちるオスプレイ、等々ポンポンと痛快な元気な話が聞けたが、
最後に「現実に合わせるのでなくて、現実を変える努力を」と力強い言葉。
二つの国を経た大事な視点と痛快な語り口のビナードさんだった。　　　
　　　                                            東海岸南在住　山縣　紀子　　

「不都合な真実２」


