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　くさか景子の県政報告

くさか景子 検索

県政報告ニュース　VOL 45　2018 年　秋号

《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

代表質疑登壇
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マイクロプラスティック

・日本に定着した代表的な中国野菜
  で、日中国交回復後 1970 年代に
  日本に導入。
・ビタミンＣ、Ｅ、カロチンを豊富に
  含み、抵抗力をつける
・おひたし、オイスターソースの炒
  め物、スープ、牛乳とも相性がよい
・旬は秋～冬

1. レジ袋をもらわず、 布の買い物袋を持ち歩こう
２. ペットボトルを買わず、 マグカップや水筒を持ち歩こう
３. 使い捨てプラスチックスプーンやフォークをやめよう （マイ箸持参）
４. ストローは断ろう
５. ビニールに入っていない野菜や果物を買おう
６. スーパーの袋入りのパンではなく、 パン屋でパンを買い紙や布の袋に入れよう
７. 液体のハンドソープではなく、 固形の石鹸を使おう

プラスチックフリー（プラスチック製品を使わない）生活を　（べス・テリーさん直伝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

８. こどものおもちゃもプラスチックをやめ、 木や天然素材を
   選ぼう
９. 服も天然素材を選ぼう　フリースは洗濯するとマイクロビーズ

を生みだす
10. 表示を見て、 プラスチック製品かどうか確かめよう

野菜ソムリエ景子の
野菜コーナー② 《　あなたはどれだけできますか？　》

《　チンゲンサイ　》



景子の神奈川行脚

澁谷　智子著　　中公新書
8００円 （＋税）
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【日　時】2019 年 2月 14日 (木)
　　　　18時～　

【場　所】ラスカ茅ケ崎ホール6階

【参加費】3000円　

　　　実績と信頼の絆で4期目へ
　　　女性目線のまちづくり

【6月】
1～2日 中国視察
4日 FRN　映画会
5日 質問勉強会
6日 文教常任委員会　県幹部との懇談会
7日 議運　勉強会
8日 質問勉強会
9日 おひさま保育舎総会　映画会
10日 氏子祭
11日 湘南地域連合懇談会
12日 質問勉強会　ぱれっと食堂
13日 質問勉強会
14日 本会議
15日 市民相談
16日 打ち合わせ
17日 茅ヶ崎大集会
18日 阿部議員パーティ
19日 本会議
20日 本会議　商工会議所懇親会
21日 本会議　TAJ監査
22日 連合神奈川議員団会議
24日 市学童保育総会
25日 本会議
26日 本会議　全国フェミニスト議員連盟国際部会
27日 WE　SHOP店当番
29日 文教常任委員会　演劇鑑賞会
30日 沖縄稲嶺元市長講演会
【7月】
2日 打ち合わせ　新湘南国道道路要望
3日 特別委員会　打ち合わせ

4日
市政懇談会 予算要望茅ケ崎市ヒアリング
写真撮影

5日 連合街頭
6日 常任委員会　お通夜
7日 サザンビーチ海開き
8日 ＪＲ東日本横浜地本大会

9日
予算要望二宮町 大磯町ヒアリング ぱれっ
と打ち合わせ

10日
議運 日華議連 旧優生保護法調査 ともに
生きるワーキング

11日 本会議

12日
予算要望平塚市 寒川町ヒアリング 相模線
複線化期成同盟会議

13日 市民相談　発送作業

14日
ＷＥ21ジャパンちがさき定例会 茅ケ崎日中
友好協会総会　おひさま保育舎夏祭り

16日 浜降祭

17日
県政調査 宮城県・山形県 意見交換会（～
19日）

20日 朝街頭　予算要望ヒアリング　意見交換会
21日 ＪＲ東日本小田原支部大会
22日 ライオンズクラブ西日本災害豪雨募金活動
23日 ともに生きる共生社会ちらしまき
24日 全国地方議員交流会　ＩＮ　山形（～26日）
27日 予算要望ヒアリング
29日 鶴が台団地夏祭り
30日 朝街頭　選対会議
31日 予算要望秦野市ヒアリング
【8月】
1日 打ち合わせ　連合街頭
2日 面談
3日 通夜
4日 茅ヶ崎花火大会
5日 演劇鑑賞会
6日 ら・ぱれっと会議　湘南ｼﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ同好会
7日 県選管　打ち合わせ
17日 ふらっとぱる夏祭り
19日 老人会　夏祭り
20日 団会議　選対会議

21日
おひさま保育　もったいないジャパン見学　打
ち合わせ

22日 県文化フェスタ　打ち合わせ
WEジャパンちがさき打ち合わせ
茅ヶ崎グリーンライオンズクラブ納涼会

24日
茅ヶ崎高校若者カフェ打ち合わせ　立て看板
回収　フラダンスワークショップ

25日 湘南8市野球大会　市民集会　盆踊り
27日 おひさま保育

文教委員会県内調査
ソウルの市民民主主義を学ぶ報告会

29日 打ち合わせ　ら・ぱれっと食堂
30日 政調会打ち合わせ　ランチミーティング
31日 議運

23日

28日

おすすめ図書

ヤングケアラー
～介護を担う子ども
　　　　 ・ 若者の現実～

お知らせ

くさか景子　新春のつどい


