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検索

《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

代表質疑登壇

《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
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《趣味》
・フラダンス・テニス・映画鑑賞
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くさか景子のほっとコラム
私、日下景子は、4 月末を持ちまして民
進党を離党し、現在「無所属」です。
昨年秋の衆議院選挙で応援いただいてい
る皆さまには、民進党への信頼を失なわせ
てしまい、申し訳ありませんでした。
県議会の会派所属は「かながわ国民民主
党・無所属クラブ」です。2018 年度の所
属委員会は「文教常任委員会」
「ともに生き
る社会かながわ憲
章推進特別委員会」
です。
今後もぶれずに、
子どもたちの未来
のために活動して
いきます。
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齋藤副議長を囲んで

マイクロプラスティック
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中部 剛 著 アトリエエム ( 株 )
７００円 （＋税）
日系企業の中国人従業員と

映画会「不都合な真実 2」感想
経済最優先で消費拡大志向を多くの先進国が奨励してきた結
果、地球の気候に大きな変化が生じ、甚大な被害を与えています。
最近では「何十年に一度の大雪」や「記録的大雨」といった言
葉を耳にすることが増えました。私の住む茅ヶ崎でも昨年は避
難勧告が出るほどの激しい集中豪雨があり、保育園に行ってい
た息子の心配をしながら数時間を過ごしました。こういった現
象は地球温暖化によって、台風が発生しやすくなり、風の流れ
や海流が変わったせいだと映画を観て納得しました。
激しい天気の変化に今でも困ってい
るのに、子どもたちが生きる未来はど
うなってしまうのか。お金を取るか、
人命や安全を取るかは常に私たちに突
き付けられている問いであると同時に、
未来のためにもこの温暖化を少しでも
食い止めなければいけないと思います。
地球温暖化問題に多くの関心が集まる
茅ヶ崎在住 三上朋子

景子の神奈川行脚
【２０１８年３月】
１日 常任委員会
２日 鶴嶺高校卒業式 茅ヶ崎高校定時制卒業式
3日 西浜高校卒業式
4日 スポーツ人の集い
5日 常任委員会 日タイ議連 タイ大使との懇談会
6日 おひさま保育 予算委員会打ち合わせ
7日 福島裁判 予算委員会通告
8日 特別委員会
9日 茅ヶ崎一中卒業式
10日 WE21ジャパンちがさき定例会
11日 食育フェスタ フードバンクかながわ設立フォーラム
12日 予算委員会
13日 予算委員会 ピンクリボン運動講演会
14日 予算委員会
15日 予算委員会 打ち合わせ
16日 部会長会議 常任委員会
18日 はっとり市長集会 安倍政権を許さない大集会
19日 茅ヶ崎養護学校 小中学校卒業式
20日 茅ヶ崎小学校卒業式 本会議 広報小委員会
22日 おひさま保育 議運
23日 本会議 部会長会議
25日 福島支援野菜まつり 柳島スポーツ公園オープン式典
26日 一斉ちらしまき

【２０１８年４月】
【2018年5月】
8日 中海岸神社総会
1日 市民相談 おひさま保育 打ち合わせ ちらしまき
9日 市民相談 15区幹事会 連合街頭
7日 団会議
8日 ぱれっと打ち合わせ
10日 議運 団会議 民団歓送迎会
12日 全国ﾌｪﾐﾆｽﾄ議員連盟国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ打ち合わせ
9日 おひさま保育 連合街頭
13日 おひさま保育 県政報告配布 ミシンカフェ
10日 かならいん視察 フクシマ展示会 社民党政策勉強会
14日 WE２１ジャパンちがさき監査
11日 おひさま監査
15日 体育大会開会式
12日 WE21ジャパンちがさき総会 運営委員会
18日 「きらり」視察
15日 政調会 議運 本会議
19日 ママカフェ
16日 人間ドック 常任委員会 団会議
20日 おひさま保育 県政報告配布 国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
17日 お母さんと赤ちゃんカフェ おひさま保育 湘南教組大会
21日 老人会総会 湘南シニアクラブ
18日 団会議 議運 本会議 特別委員会 質問ヒアリング
22日 鶴が台団地総会 大岡祭
19日 三線まつり
23日 おひさま保育 I女性会議議会報告 民権会議かながわ 20日 円蔵地区運動会
24日 市との懇談会
21日 おひさま保育 街頭活動
27日 団会議 組合挨拶
22日 質問ヒアリング 議運 本会議 県庁職員懇談会
28日 メーデー
23日 打ち合わせ
29日 第六天神社例大祭 湘南祭
24日 議運 本会議 打ち合わせ
25日 おひさま保育 日朝対話と国交正常化を求める集会
26日 茅老連運動会
27日 神奈川土建総会 全国フェミニスト議員連盟総会
28日 中国視察（5月28日～6月2日まで）

街頭宣伝

国際ｿﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑで発表 子ども自立ｾﾝﾀｰ視察

