
《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　

《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

 

発行責任者 神奈川県議会議員　くさか景子　

連   絡   先  くさか景子事務所 

  　〒253-0056 茅ヶ崎市共恵 1-6-20　ベルジュール ・ ワキ 201

  　Tel＆Fax 0467(58)0290　e-mail future@grace.ocn.ne.jp

  　http://keikokusaka.fc2rs.com/

かながわ国民民主党・無所属クラブ　神奈川県議団　

　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 47　2019 年　春号

2019　くさか景子のマニフェスト

環境 ・ 災害対策 
神奈川からプラごみゼロ宣言！
地震津波災害に強いまちづくり　
相模川左岸築堤の推進
千ノ川・小出川整備計画の実現
湘南海岸浸食対策

男女共同参画社会の
　　　　　　　　　　　　実現 
政治にもっと女性の力を
ピンクリボン運動　
乳がん検診の普及推進

ワークライフケア
　　　　バランスの推進 
～ものづくりに光と活力を 
長時間労働の是正
教育現場、教員の働き方の見直しを

福祉 ・ 人権 ・ 平和 ・ 
　　　　　こどもを大切に 

人生 100 歳時代を健康に生きる
すべての暴力・DV ハラスメントの根絶
障がい者が自立して働ける就労支援
認知症に優しい地域のサポート
こどもの貧困対策
子育て支援・こども食堂
地域の居場所づくり
平和憲法を守る

原発 ・ 化石燃料
　　　　依存からの脱却 
神奈川発の再生可能エネルギーを推進

ともに生きる社会

 

文教大学の学生さんと



景子の神奈川行脚
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淡白な味で広い用途　冬が
最盛期。　カリウムは体内
のナトリウムのバランスを
保ち、はくさいは水分量も
豊富なので、利尿作用があ
る。免疫力を高め、体調管
理効果が期待される。鍋物、
漬物、煮物、炒め物。

野菜ソムリエ景子の野菜コーナー⑦

23

《　はくさい　》

賀詞交換で挨拶

くさか景子 新春のつどいを開催！　2 月 14 日
　　　　　　
　今回の新春のつどいは、４年に一度の地方統一選挙の年と
いうことで盛況な会となりました。
　国民民主党の乃木涼介氏からは、現政権の暴挙を止め、皆
が安心して暮らせる社会をつくるために、一緒に頑張りま
しょう！とエールを送られました。
　組合、連携地方議員、市民団体等多数ご参加頂き、くさか
県議が３期 12 年で、県とのパイプ役として誠実に対処され
たことへの感謝と信頼、これからも協力してともに活動して
行きたいという思いが、熱心に語られました。
　子どもたちの未来のために、ともに生きる社会の実現を目
指し、この４月の勝利を勝ち取りましょう。　

事務所スタッフ　大関由美子

千葉リョウコ著　　
ポプラ社　1296 円

おすすめ図書
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2日 三線ｸﾗﾌﾞ忘年会　社会福祉大会　みこし保存会忘年会　ＪＣ記念式典

3日 ファイバーリサイクルネットワーク　県議会本会議　選対会議

4日 県議会本会議　連合かながわ街頭

5日 挨拶回り　県議会本会議　湘南教組大会

6日 市民相談　ら・ぱれっと打ち合わせ

7日 駅頭　県議会本会

10日 勉強会　県議会本会議

11日
ら・ぱれっとクリスマス飾りづくり　

ち定カフェ(茅高)

13日 駅頭　常任委員会

14日 ともに生きる特別委員会

17日 いすず自動車工場見学

18日 常任委員会　組合挨拶回り

19日 組合挨拶回り　廃プラスチック油化装置実験見学

20日 駅頭　議会運営委員会　予算説明会　ライオンズクラブⅩ'マス会

21日 県議会本会議

22日 うみかぜテラスオープン式典　湘南シニアクラブ定例会　忘年会

25日 駅頭　演劇鑑賞会

26日 組合挨拶回り　ポスター貼り　全国フェミニスト議員連盟忘年会

27日 駅頭　黒岩県知事パーティ

 　1日 初詣

 　2日 挨拶回り

 　3日 挨拶回り

 　4日 挨拶回り

 　5日 武道稽古始め　ミカン収穫手伝い

 　6日 消防出初式　鶴が台団地新年会　デートDV出版記念パーティ

 　7日 海岸南地区新年会　街宣活動　選対会議

 　8日 商工会議所賀詞交換　市民相談　連合神奈川賀詞交換

 　9日 街宣活動

 　10日 朝駅立ち　県庁賀詞交換　団会議　新教祖新年会

 　11日 朝駅立ち 私学賀詞交換

 　12日
海岸地区新年会　被災者支援料理教室　WEショップ新年会

かながわ土建新年会

 　13日 JR東労組賀詞交換

 　14日 高南駅伝開会式　挨拶回り　成人式　労働党旗開き

 　15日 ポスター貼り　連合街頭

 　16日 国民民主党総務会　免許講習会　打合せ　湘南教組旗開き

 　17日 朝駅立ち　トラック協会新年会　打合せ

 　18日 料理を楽しむ会　挨拶回り　JP労組新年会

 　19日 挨拶回り　ら・ぱれっと手づくり市　JR小田原支部旗開き

 　20日 挨拶回り　老人会賀詞交換

 　21日 テニス同好会　社労士会賀詞交換

 　22日 挨拶回り

 　23日 挨拶回り　社民党賀詞交換　行政書士会賀詞交換　古式消防新年会

 　24日
朝駅立ち　挨拶回り　警察武道始め　JAMかながわ賀詞交換
湘南地域連合賀詞交換

 　25日 挨拶回り　土地家屋調査士会新年会　フラダンス新年会

 　26日 マイクロプラスチックの害学習会　革新懇総会　薬剤師会賀詞交換

 　27日 乳がん患者の会あけぼの会新年会

 　28日
挨拶回り　湘南教組茅ケ崎地協会議　社民党茅ケ崎新年会

ライオンズクラブ賀詞交換

 　29日 水道法 ・入管法　勉強会

 　30日 挨拶回り　演劇鑑賞会

 　31日 朝駅立ち　打合せ　ポスター貼り　自動車総連賀詞交換

1日 挨拶回り　社労士会賀詞交換

2日 挨拶回り　防災フォーラム

3日 御霊神社例大祭　節分祭

4日 FRN　挨拶回り　選対会議

5日 打合せ

6日 議運　団会議　予算編成会議　県日中友好協会賀詞交換

7日 朝駅立ち　打合せ　挨拶回り　連合街頭

8日
街宣活動　湘南教祖中央委員会　アメニティフォーラムIN滋賀

障害者福祉研修会(～10日）

12日 挨拶回り　　アフタヌーンJAZZ

13日 議運　本会議　議案説明　湘南地域連合集会

14日 議案説明　くさか景子新春の集い

15日 挨拶回り　働き方改革年金セミナー

16日 市民集会

17日 老人会　挨拶回り

18日 本会議

19日 本会議

20日 本会議

21日 挨拶回り　ライオンズクラブ定例会

22日 本会議

23日 七つ星　被災者支援　り・古典　茅ケ崎

24日 西丸福島県議会議員　新年会

25日 本会議

26日 本会議

27日 挨拶回り

28日 常任委員会

【2018年１2月】

【2019年1月】

【2019年2月】

挨拶回り

(

)

いすゞ自動車工場見学

乃木涼介さんと街宣


