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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」設立支援
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おすすめ図書

《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

子どもはみんな
問題児。
中川李枝子著 新潮社
108０円 （税込）

中海岸ビーチクリーン

《風しん撲滅！》
くさか景子のほっとコラム
どうする使い捨てプラスチック！
NPO 法人プラスチックフリージャパンの鎌倉市
役所での講座に参加しました。
鎌倉市も神奈川県同様、プラごみゼロ宣言を出
して、イベントでのリユースカップ使用や市役
所内での会議などでペットボトルの使用制限を
徹底するなど積極的に進めています。
また、NPO. 水 DO ネットワークから欧米での
脱プラの取組や町中給水場の普及などの事例報
告から脱使い捨て社会を広げよう！との提言が
ありました。
持続可能な社会を
作るための先進的
な鎌倉市の取組で
す。
木製食器

県内の風しん患者は 300 人を超えており、 特に、 予防接種の機会が少
なく、 抗体を持つ割合が低い 30 代から 50 代の男性が大部分を占めてい
ます。 働いている人が多いため、風しん対策を企業と連携するため、県 「風
しん予防推進協力法人制度」 を設けているが 14 社にとどまっています。
医師会と連携し、 企業で抗体検査や予防接種をもっと受けやすい支援をす
る必要があります。

お知らせ

くさか景子

新春のつどい

【日 時】2019

年 2 月 14 日 ( 木 )
18 時 30 分～

【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

11
町中の信号機

くさか景子の秋の研修バスツアー感想

野菜ソムリエ景子の野菜コーナー③
《

ほうれんそう

》

うま味と栄養価が高い代表的な緑黄
色野菜。原産地は現在のイランで、
イスラム教徒によって東西に伝えら
れ、日本には中国から東洋種、後、
フランスから西洋種が入る。
鉄分が豊富、葉酸、ビタミンＣ，
Ｋ
も多い。冬には欠かせない野菜。

10 月 25 日

平成最後になりました研修バスツアーに参加させて戴きましてありがとう
ございました。私共夫婦で、毎回、楽しみにしております。
今回のツアーでは、当初予定の旧吉田茂邸を明治開業 150 年展に変更され
たとの事ですが、大河ドラマ ( 西郷どん ) の時代背景とも重なり、大変興味
深く見学することが出来、小グループ毎のボランティアによる説明も丁寧
で判り易く、大変満足のいった見学でした。
未病バレー ( ビオトピア ) は今年の春にオープンした施設のせいか、ハイテ
クを利用した新しい機器が多種設置されていて、楽しみながら自然に運動
でき、新鮮な感じが致しました。
又、恒例となっていますミカン狩りは、いつも楽しみに参加させて戴いて
おりますが、今回は、地元野菜も併せて買う
ことが出来、良い土産となりました。
バスツアー全般で感じたことは、参加人数も
多からず少なからずで、係の人の気配りも大
変良く、とてもアットホームな中で過ごすこ
とができました。来年も、是非、参加したい
と思っております。 関野ひさ子

景子の神奈川行脚
【2018年9月】

【2018年10月】

【2018 年 11 月】
１日 決算特別委員会

２日 市民集会

ファイバーリサイクルネットワーク 文教常任委員会 私立
１日
中学大会

３日 文教常任委員会島根・鳥取視察 ～5日

２日 おひさま保育 国連選択議定書学習会

３日 市民ふれあいまつり

６日 おひさま保育 打ち合わせ 看板設置

３日 文教常任委員会

４日 打ち合わせ

７日 本会議

４日 駅頭 市民相談 打ち合わせ

５日 テニス同好会(湘南シニアクラブ)

８日 美術館内覧会 ＷＥ２１ジャパン定例会

５日 とも生き特別委員会 連合街頭

６日 打ち合わせ

９日 みこし保存会地引網 市民集会

７日 自治会運動会 ライオンズクラブ統一デイ

１日 連合神奈川ビーチクリーン 市民集会 広報打ち合わせ

１０日 市民相談 推薦依頼 選対会議
１１日 おひさま保育 予算要望打ち合わせ

８日 湘南地区連合研修
９日 打ち合わせ 選対会議

２日 決算特別委員会

７日 特別委員会視察

大阪・京都・滋賀 ～9日

１０日 おひさま保育舎秋まつり
１２日 市民相談 全国フェミニスト議員連盟パワーアップ講座

１２日 本会議

１０日 湘南シニアクラブバスツアー

１３日 県幼稚園協会父母の会 組合まわり

１３日 本会議

１１日 駅頭 文教常任委員会 お通夜

１４日 福島みずほさん20周年記念パーティー

１４日 文教勉強会 本会議 ユニバーサルマナー講座

１２日 駅頭 決算特別委員会

１５日 おひさま保育舎 ママと赤ちゃんカフェ

１５日 自治労居住者会議地引網 一中バザー

１３日 WE２１ジャパンちがさき定例会議 WE講座

１６日 打ち合わせ

１６日 老人会

１４日 どけん祭

１７日 敬老音楽会

１５日 知事への要望書提出 議運 団会議

１８日 打ち合わせ

１６日 本会議 打ち合わせ 挨拶回り 映画会「沈黙」

１８日 ふれあいの集い ろうあ者大会

１９日 本会議 予算要望打ち合わせ

１７日 決算特別委員会

１９日 テニス同好会 代表質疑勉強会 選対会議

２０日 駅立 本会議

１８日 駅頭 決算特別委員会 グリーン寄席

２０日 演劇鑑賞会、 日韓議連勉強会

２１日 もったいないＪａｐａｎ講演会 打ち合わせ 議長パーティ

１９日 街頭 市防犯大会 打ち合わせ

２１日 おひさま保育舎 茅高70周年記念式典 県庁女性の会

２２日 彼岸花まつり 市民集会 湘南シニアクラブ 打ち合わせ

２０日 例大祭 学童保育研究集会 なぎさシンポジウム

２２日 駅頭 議会運営委員会 打ち合わせ

２３日 ＪＰ労組地引網

２１日 例大祭 障害者スポーツ大会 消防フェスティバル

２３日 ぱれっと打ち合わせ

２５日 本会議

２２日 決算特別委員会 ぱれっと打ち合わせ

２５日 少年野球閉会式 老人会 お通夜

２６日 駅立 本会議 特別委員会 打ち合わせ

２３日

２７日 打ち合わせ 推薦依頼
２８日 駅立
２９日 運動会 学童議連ランチミーティング
３０日 連合神奈川研修会
３０日 朝駅頭手伝い 決算特別委員会 打ち合わせ
３１日 エネルギー視察 下曽我

とも生き特別委員会 県内視察 WE２１ジャパンちがさき会
議

２４日 決算特別委員会
２５日 駅頭 バスツアー 打ち合わせ
２６日 駅頭 決算特別委員会
２７日 サザン花火大会
２９日 WE２１ジャパンちがさき中間監査 街頭
３０日 朝駅頭手伝い 決算特別委員会 打ち合わせ
３１日 エネルギー視察 下曽我

１７日

つるが台団地秋まつり パラスポーツ・フェスタ
つつじ学園まつり プラスチックフリー・シンポジウム

２６日 おひさま保育舎 挨拶回り
２７日 道路要望 打ち合わせ
２８日 本会議 挨拶回り
２９日 駅頭 挨拶回り
３０日 駅頭 お茶を楽しむ会 街宣活動(ヨーカ堂)

