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２．当クラブが2022年7月に第13回目の米山功労クラブ
となりましたのでご報告します。
３．青森県大雨災害支援金について、
第2830地区(青森)
より災害支援要請が2790地区ガバナー事務所に入り
ましたので募金箱を回します。
ご協力宜しくお願いします。

武田富士子 会長

本日、新加入会員のためのオリエンテーション・
R情報に参加致しました。久しぶりに「今日からロ
－タリアン」R情報冊子を目にし、読みました。ロ
－タリーとはから始まり、組織・歴史・基本理念・
目的・四つのテスト・五大奉仕等の説明、クラブの
運営や委員会活動の説明等を受けられた、新加入さ
れる方にはとても敷居が高く感じられたかもしれま
せん。実は私もとても高く感じておりましたが、実
際加入して他の会員さんと笑顔で挨拶を交わし、優
しい導き等で例会参加が楽しくなりました。
私は、R情報冊子の裏表紙の「誰もが初めから立
派なロ－タリアンではない。新会員は、あなたに
『ロータリ－を学び』そしてあなたは『ロ－タリ－
で学ぶ』」と。ロータリ－の10徳①交流関係が広
くなる②常識が広くなる③行儀が良くなる④朗らか
になる⑤社交的になる⑥顔に品が出てくる⑦几帳面
になる⑧話題が豊富になる⑨健康になる⑩家族が喜
ぶ、とあります。この10徳は「文章の最後に、な
る。」と書かれておりますが、私の目標です。「広
くなるように」「良くなるように」ロータリ－で人
間性を豊かにしてこの10徳が取得できますように
学んでゆきたいと思っています。

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

１．9月17日(土)地区R財団セミナーが開催されました。
私(武田会長)とR財団委員会の髙橋委員長、地区委
員の佐々木会員はZoom出席、大川幹事は現地出席
しました。お疲れ様でした。
後程、髙橋委員長より報告をお願いします。

（敬称略）

会

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ハミルトンホテル上総
Tel:0120-51-8365

４．国際ロータリー第2790地区小倉ガバナーより、黒
岩会員と内藤会員へRYLA実行委員委嘱状が届きま
したのでお渡しします。
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大川

裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員卓話レジュメ
３．かずさFMより地域情報誌(数に限りがあります)
〈報 告〉
１．10月1日(土)に第2790地区研修系3委員会合同でセ
ミナーが開催されます。
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場所：TKPガーデンシティ千葉
点鐘：14時(受付13時30分～)
出席：武田会長・大川幹事
R情報委員会 内山委員長
宜しくお願いします。
２．次週10月3日(月)の例会は、ガバナー公式訪問です。
袖ケ浦RCと合同で例会及びクラブ協議会が開催さ
れます。終了時間は15時です。今年度活動計画書を
忘れずにご持参ください。お食事は通常通り12時か
らです。宜しくお願いします。
なお、武田会長、福田会長エレクト、大森副幹事、
私(大川幹事)は、懇談会からの出席となりますので
10時20分までにお集まりください。
３．「甲府東RCとの合同例会＆交流会」ですが、劇団
四季「アラジン」の観劇チケットの調整、確保のため
本日締切とさせて頂きます。
なお、出欠の回答は会員の皆様全員から頂いており
ますが、追加・変更は本日(9/26)14時までとなりま
す。(後日キャンセルはキャンセル料が発生します)
宜しくお願いします。
本日例会にて、参加費(3万円)を集金しますので宜し
くお願いします。

り、保育園と中学校を共にしました。ちなみに当ク
ラブの宮嵜会員も同じ中学の同級生です。中学校時
代安田会員と私は、共にサッカー部に所属しており
ました。僕らの時代は、第2次ベビーブーム世代で
あり、1学年12クラス、全校で1,500人弱のマンモス
校でした。入学当時、サッカー部の新入部員だけで
も50人程、総勢100人くらいの部員は在籍していた
かと記憶にございます。1年生の冬に新人戦があっ
たのですが、安田会員はゴールキーパー、私は右の
サイドバックと、熾烈なレギュラー争いを勝ち取る
事ができ、以降3年生まで共にレギュラーで、県大
会に4度出場させて頂きました。
試合中の出来事なのですが、僕がサイドバックで
プレー中にミスをすると、後方のゴールキーパーの
安田会員から何度も励まされた事、今も忘れられま
せん。チームのムードメーカー、そしてとても優し
く、熱い男でした。中学の3年間「県大会優勝」を
夢に掲げ、共に汗をかいた事は一生忘れる事がない
思い出です。これからは「世界平和」を目標に掲
げ、ロータリー活動を共に頑張りましょう。以上、
ありがとうございました。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．親子枝豆収穫祭の出欠について
４．浦安RCからの例会のご案内
５．ロータリー冊子(英語版)

入会者紹介
㈱アシスト

代表取締役 安田
学様
紹介者 福田 順也 会員

安田会員のご紹介をさせて
頂きます。株式会社アシス
ト、代表取締役社長です。主
に生命保険を取り扱ってお
り、会社は君津の外箕輪にあ
ります。
安田会員は、地元の保育
園・小・中・高等学校を経て
大学へ進学し、大手保険会社
に勤務し現在に至ると聞いております。
ここで、紹介と言うより安田会員と私との出会い
をお話させてください。安田会員と私は同級生であ

委員会報告
R財団委員会
R財団セミナーについて
髙橋

雄一 委員長

9月17日(土)、会場のTKP
ガーデンシティ千葉にて202223年度のロータリー財団セミ
ナーが開催されました。私、
髙橋をはじめ、武田会長・
佐々木会員がZoomにて参加致
しました。
当初はZoomの定員の規制が
あり、Zoomに参加できなかっ
たのですが、途中から参加する事ができ安心致しま
した。
セミナーの内容は、始めにガバナーの小倉様より

挨拶があり、「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、
千葉から世界を変えていこう!」というテーマのお
話があり、「クラブ会員同士の強いフェローシップ
(仲間意識)が基本・他人のためになる活動を・千葉
から世界をより良いものに」というお話がありまし
た。
次に、ロータリー財団の歴史・財団の概要・ロー
タリー財団への寄付についてパネルにて説明があ
り、国際ロータリーとロータリー財団の使命の違い
等を勉強させて頂きました。
ポリオデー・ロータリー月間に向けての財団委員
長の役割の説明等、堀内財団資金管理・寄付推進委
員長より説明があり、資金推進・補助金事業による
クラブの活性化の成功例として4クラブの活動報告
がありました。
休憩をはさみ、ロータリー財団プログラムとして
地区補助金について・グローバル補助金について・
奨学生奨学金について・ポリオプラスについて・平
和フェローシップについて・と5つのテーマを各委
員長さんがパネルを使い説明をしてくださりまし
た。
参加した感想として大変難しい内容で、2回目の
セミナーになりますが、まだまだ理解するにあたり
ません。今後も会長を含め、先輩方に伺いながら当
クラブで活用、実行できる活動を模索していきたい
と思います。

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友「9月号」紹介
黒岩

靖之 会員

1．横書き7P～19P
ロータリーの友が来年1月
で創刊70周年を迎えるのにあ
たり特集が組まれています。
1952年4月に、大阪の地区大
会で1952-53年度から日本が
2つの地区に分割される事が
決定し、分割後も連絡を密に
しようと共通の機関紙の創刊
が企画され、準備会を経て名
称はロータリーの友、横書きの採用、1953年1月号
からの創刊と決定したそうです。今月号は1950～
1960年代を振り返っています。誌面で紹介されて
いるのはごくごく一部です。詳しい内容は『友』の
webサイトで閲覧できます。IDは2790-01118、パ
スワードは01118-221です。閲覧しましたら2000年
7月号に秋元秀夫会員のガバナー就任記事が載って

いました。
2．横書き24P～33P
裏千家15代家元で京都RC会員の千玄室氏の「一
盌からピースフルネスを」の記事があります。
「ピースフルネス」とは、平和、安心、安らぎを意
味します。千玄室氏は1923年生まれで、1943年に
学徒出陣に入隊し、戦況が悪化し特攻隊が編成され
自ら志願し死を覚悟するが出撃には至らず、串良海
軍航空基地で多くの戦友を見送った経験をされてい
ます。戦後、アメリカの司令部は、アメリカにない
伝統と伝承を学ぶ必要があるとし、これを受けたア
メリカの将兵が茶室を訪れました。先代が彼らに茶
の道を説明している姿を見て、千氏は「戦争には負
けたが文化では勝った。」と感じ、この事に端を発
した理念が「一盌からピースフルネス」です。千玄
室氏は現在99歳ですがこの理念を提唱し世界62カ
国を回り、茶道文化の発展と世界平和の実現に向け
て活動を続けています。また今のロシア・ウクライ
ナ戦争、核兵器で世界を脅かす指導者がいる事で、
市民、特に若い人たちを不安にさせています。この
困難な時期にロータリーは何ができるのか、何をす
べきなのか、戦争を防ぐために何かしなければなら
ないと毎日考えておられます。
≪千玄室氏紹介≫
1923年生まれ
1954年
京都南RC創立メンバー
1964年
裏千家第15代家元襲名
1964年
京都RC移籍
1975-76年度 第2650地区ガバナー
1988-90年度 RI理事
1998-02年度 ロータリー財団管理委員
2004年度
大阪RI国際大会委員長
3．縦書き 4Ｐ～8Ｐ(折り返し点からのライフスタ
イル 建築家 隈研吾さん)
皆さんもご承知のように隈研吾さんは、木材を
ふんだんに使用した日本的な建築を数多く手がけ
た建築家であります。代表作として根津美術館、高
輪ゲートウェイ駅、国立競技場等を手掛けておりま
す。新型コロナウイルス感染症を受け、人類は「集
中」から「分散」へとライフスタイルの折り返し点
を迎えたのではないかと言われています。国際競技
場を設計する際にコンクリートではなく木材、それ
も日本全国47都道府県の材木を使用する多様性、
人工的な空調をせずとも気持ちのいい風を通すとい
う日本の伝統的な建築構造「庇」を取り入れ、ま
た、競技場の観客席を階により間隔を違ったものに
して風の流れを変えています。自然の力を利用して

いかに気持ちいい建物を造るか?これもコロナ後の
時代の鍵の一つです。コロナ前は「密」、密閉、密
の空間にして空調すればいいという時代でした。コ
ロナ後のこれからのライフスタイルを考えるとき、
新しい都市デザイン、新しい建築デザインが必要で
す。「集中」ではなく「分散」。人は都市に集中せ
ず、分散していろいろな場所で働くようになりま
す。それも、単に自分の家でリモートワークで働く
のではなく、家以外の多様な環境の中で働きたくな
ると考えています。日本は昔から地域の資源を大事
にして、その資源と一緒に文化を高めて、現代の概
念でいえばサステナブルに生きていくという生活ス
タイルは現代まで受け継がれているのではないかと
コロナ後の世界を考える時、この日本型ライフスタ
イルが非常に参考になると思っているそうです。
4．縦書き 16Ｐ (友愛の広場 交換学生との「絆
桜」 大宰府ＲＣ 今村次美さん)
26年前に派遣された交換留学生が植えた桜を囲
んでの交流記事が書かれています。
私も17年前にアメリカシカゴからの交換留学生
アニヤ・スティーブンスのホストファミリーをしま
したが、アニヤ帰国後はお互い連絡は取っていませ
んでした。2011年3月の東日本大震災の1週間後ぐ
らいにアニヤから地震の被害はないか、皆は元気か
と心配してくれて電話を貰った事があります。その
後アニヤとは、毎年とはいきませんがたまに電話、
メールで連絡を取っています。今は結婚されてシカ
ゴの美術館で働いています。
今年度インドからリアさんが来ていますので、こ
の記事のような交流ができる事を期待します。
5．縦書き 21P (ロータリー アットワーク 子
ども食堂と連携田植え体験 貝塚コスモスRC)
子ども食堂との交流の記事です。つい先日のガバ
ナー公式訪問リハーサルでも、袖ケ浦RCの社会奉
仕活動で子ども食堂の支援について話がありまし
た。君津市にも君津まちなか子ども食堂というとこ
ろがあります。当クラブでも何か支援ができないか
と思いました。

会員卓話
親睦委員会
「SDGs」の取組み
髙島

俊治 会員

皆さんこんにちは。株式会
社テツゲンの髙島と申しま
す。
本日は卓話の機会を頂きま
した。皆様の貴重なお時間を
頂きありがとうございます。
どのような内容にしようかと
多々考えましたが、最近あち
こちで目にするようになった
「SDGs」について弊社の取組みも含めてご紹介し
たいと思います。
この写真は東京の飯田橋にあります、弊社の本
社ビルです。約50年前に当時としては珍しかった
「高炉セメント」で建築された建物です。
「SDGs」という言葉は既に皆様は良くご存じと
思いますが、ここでもう一度おさらいの意味も込め
てご紹介したいと思います。ロータリー活動も、こ
のSDGsそのものと思いますので、私よりも詳しい
方がほとんどと思います。間違っている事があれ
ば、ご指導宜しくお願い致します。
SDGsとは「持続可能な開発目標」の事で、英語
の頭文字を取った言葉です。社会が抱える問題に
ターゲットを定め、世界全体、皆で解決して2030
年を目指して明るい未来を作ろう。というもので
す。目指すゴールを17個作り、そのゴール一つ一
つにターゲットを定め、全部で169のターゲットと
しています。17個のゴールと169のターゲットは、
2015年9月に国連にて加盟国の決議にて決定されま
した。従って、先進国だけではなく全ての国が解決
していく目標として、位置付けられています。
それでは、17の目標とは何か簡単に紹介しま
す。目標1から目標7は、人に関わる目標です。例
えば、1では「貧困をなくす」3では「健康的な生
活と福祉の促進」4では「質の高い教育の確保」が
挙げられています。我々ロータリアンの活動も1～
7の目標の解決に通じていると思います。目標8か
ら12は、経済環境や生活に関係する目標です。例
えば8では「経済成長と安定的な雇用の継続」で
す。10では「国内・国の間の不平等をなくす事」
となっています。目標13から15は環境に関する事
項です。気候変動の解決、海洋、陸上の環境解決は
14、15に掲げられています。目標16～17は世界平
和の社会の創生であり、今、世界を震撼させている
ウクライナ紛争等の戦争の解決はこの16と、先の8

～12の目標に関係すると思われます。
これらの目標の一つ一つに、ターゲットが設定さ
れています。今回は、ターゲットについての説明は
省略します。
17の開発目標の内、自分、若しくは自分の関
わっている仕事がどの目標に関係しているか?は、
なかなか判別しにくいと思います。弊社の事業も同
様で、「どれ?」と聞かれると、即答が難しくなり
ます。環境省の資料でわかりやすく整理したものが
あります。自分の仕事の分野から、どの項目に取組
むと、どの開発目標に分類されるかがわかります。
弊社では製鉄所の中で、スラグや含鉄原料の再利用
を行っています。「資源」の分野の「利活用」と
追って行くと、12番の持続可能な生産消費形態の
確保と、15番の陸域生態系の保護、回復、持続可
能な利用の推進の解決となります。
製造業だけではなく「製品・サービス」の分野で
も、例えば「流通」でのCo2削減や簡易包装に取組
む事は、7番「安価かつ信頼できる持続可能な近代
的エネルギーへのアクセスを確保」12番「持続可
能な生産消費形態を確保」13番「気候変動及びそ
の影響を軽減する」等の目標の解決に繋がります。
17の開発目標をパッと見ても、なかなか自分との
関わりがわかり難いですが、自分の関わっている項
目から追っていくと、理解しやすいと思います。
SDGsへの取組みは一見ハードルが高そうです
が、SDGsに取組む事で色々な可能性が広がりま
す。大きく4つの可能性拡大が言われています。1
つは、企業イメージの向上です。会社の信頼性向上
や昨今では学生の興味も高く、企業を選ぶ指標にも
なっています。多様性に富んだ人材の確保に繋がる
と言われています。
次に、社会の課題への対応です。社会問題は経
営リスクになります。地域での信頼獲得に繋がり
ます。また、企業の存続にも関わります。これから
は、SDGsへの対応が取引の条件となり得る事も想
定されます。今から準備をしておく事は決して損と
はなりません。
最後に、一番大きな効果は新たな事業機会の創出
です。地域貢献や新たな事業創出等、今までに無
かったイノベーション(革新)やパートナーシップを
生む事に繋がります。
前のスライドで述べた多様性に富んだ人材の確保
について、もう少し詳しく説明します。昨今の就活
学生の会社選択の変化を表した資料です。ひと昔前
までは、学生の就職先選定の判断は「儲かっている
かどうか」が優先されていたようです。しかし、今
は新しい価値基準が示されています。非経済的価値
を示せる会社が人気の企業となっています。
以上、SDGsのおさらいをしてきましたが、弊

社がどのように取り組んでいるか?の紹介を自分の
知っている範囲ですが、説明致します。
今回は、4つご紹介致します。本ロータリークラ
ブでの私の職業分類は、①のスラグ製造販売です。
弊社テツゲンは、全国10拠点に位置しておりま
す。本社は東京飯田橋にあります。南は九州の北九
州市、大分市から、北は北海道の室蘭市に全6支店
があります。
弊社の主な事業を紹介します。多くは日本製鉄構
内での仕事となっておりますが、製鉄所を人間の体
に例えると鉄を作る工程を「動脈系の工程」と例え
ますが、弊社の事業は「静脈系の工程」を担ってい
ます。ここに示すように、主な事業は製鉄所の酸洗
ラインから排出される廃塩酸を、回収塩酸に再処理
する事業です。この再処理工程で発生する酸化鉄
を、磁石の原料として販売する事業が一つとなって
います。
また、高炉で鉄を製造する際に副生するスラグを
加工して、路盤材やセメントの細骨材を製造する事
業。製鉄工程で発生する微粒の含鉄ダストを加工し
て、製鉄原料に再処理する事業。製鉄工程で使用し
た水を処理し、再使用化する事業等があります。
各製鉄所により違いますが、全国の6製鉄所でこれ
らの事業を行っております。
ここで、君津地区で行っているスラグ加工事業に
ついて説明します。鉄鋼スラグは、大きく分けて
「高炉スラグ」と「製鋼スラグ」があります。弊社
では、主に「高炉スラグ」の加工を行っています。
高炉スラグも製造方法の違いにより「徐冷スラグ」
と「水砕スラグ」という、2種類の品種がありま
す。徐冷スラグは、溶けたスラグをゆっくりと冷却
して製造します。主に道路路盤材として私たちの身
の回りで役立っています。水砕スラグは、多量の水
で急速に冷却して製造したものです。主にコンク
リート骨材や高炉セメント原料に加工され、砂や砂
利の代替原料として活用されています。コンクリー
ト骨材も、材料のサイズの違いによって用途が違い
ます。粒度が数ミリ以下の細かいものは細骨材とし
て、セメントと練りあわされる際の骨材として使用
されます。粒度が数十ミリの大きなサイズのもの
は、生コンを打設する際の骨材として使用されま
す。どちらも天然の砂、砂利が少なくなってきてい
る中で、品質が安定しており広く使用されていま
す。
次に、弊社の特徴的な製品を紹介します。ここに
示すのは、商品名を「TGリファイナー」という乾
式脱硫剤です。一部は製鉄所で発生する酸化鉄を原
料として使用している大変エコな商品です。この商
品は、有害な硫化水素を吸着する性質を持ってお
り、酒造業や畜産業等で広く使用されています。

次は、硫酸鉄です。製鉄所の硫酸酸洗ラインで発
生する廃硫酸液から硫酸鉄を分離、精製して製造し
ます。排水処理施設での水処理剤として使用されて
いる他に、ゴルフ場での芝の育成に役立っていま
す。
今年から事業展開する新事業をご紹介します。既
に業界紙には掲載されていますが、岩手県大船渡市
でアクアポニックス事業を開始しました。「アクア
ポニックスって何?」と良く質問をされますが、魚
の養殖と植物の水耕栽培を連続的に行うものです。
この図に示されているとおり「魚」の排泄物を「バ
クテリア」が植物の栄養素に分解し、この養分で
「植物」が育ちます。綺麗になった水が再度魚の生
活環境に戻るという、循環方の育成・栽培方法で
す。この方式は「排水を捨てない」「化学肥料を
必要としない」サステナブル(持続可能な)を体現す
る、究極のエコ農業といわれています。
今年の7月14日に施設が完成し、報道陣に披露さ
れました。この施設で、今後「チョウザメ」や「レ
タス」を育て、一般市場へと流通する予定です。レ
タスは、早ければ年内にも、主に岩手県下で販売さ
れる予定です。もし、出張等で見かけられた際は是
非お試しください。
以上、弊社の主な事業と新たな取組みをご紹介し
ました。特に最後にご紹介した「アクアポニックス
事業」は、農薬や化学肥料を使わないだけでなく水
も捨てないため、環境負荷を最小限に留めて養殖と
農業を行うものでSDGsの理念にも通じる次世代の
環境保全型農業モデルであり、SDGsの理念に通じ
るものと考えています。今後も環境をキーとした地
域に密着したビジネスモデルの発展と、SDGs達成
に挑戦していきたいと考えています。ご清聴ありが
とうございました。
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昨日、孫の5歳の誕生日でした。家
族が集まりお祝いを致しました。孫
の笑顔は癒されます。何だかバタバ
タのこんにちです。本日安田学氏が
加入されました。皆様共に楽しんで
活動してください。宜しくお願い致
します。
安田様、入会おめでとうございま
す。今後のご活躍を期待していま
す。髙島様、タイムリーな卓話あり
がとうございます。
本日よりロータリークラブに入会さ
せて頂きます、安田学です。1日で
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も早くロータリアンとしての活動が
できる様に活動していきたいと思い
ます。皆様宜しくお願い致します。
安田様ようこそ君津RCへ。楽しく
活動しましょう。髙島様、卓話あり
がとうございました。
安田学会員、ようこそ君津ロータ
リークラブへ。共にロータリー活動
頑張りましょう。髙島会員、卓話あ
りがとうございました。
安田さん、本日は入会おめでとうご
ざいます。これから君津ロータリー
の会員として活躍を期待していま
す!
毎週末の台風襲来、まだまだ油断で
きませんね。引き続きロータリーク
ラブ活動を頑張ります。
安田会員、入会おめでとうございま
す。これから仲間と共にロータリー
活動を頑張りましょう!
安田会員、これから事業が多くなり
ますが一緒に活動していきましょ
う。当社もGPS機能付ドライブレ
コーダーを導入しました。おかげで
運転に対する意識が変わってきまし
た。
安田さん、これから宜しくお願いし
ます。髙島会員、卓話ありがとうご
ざいました。
学君、これから宜しくお願いしま
す。
本日は皆様のお時間を頂き「卓話」
をさせて頂きました。大変拙い内容
で失礼致しました。今後も持続的な
活動に努力していきたいと思いま
す。
新入会員、安田学様、誠におめでと
うございます。ロータリー活動以外
も公私共にどうぞ宜しくお願い申し
上げます。
朝晩めっきり涼しくなりました。季
節の変わり目、体調管理には注意が
必要ですね。
皆さんこんにちは。心配した台風も
あったようななかったようなで安心
しました。新入会員、安田学様宜し
くお願い致します。
髙島様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。
席替え抽選、初めて当たりました。

百回以上は引いていると思います。
所要で帰る際に「また抽選がハズレ
たので帰ります。」と言っていまし
たが、もう使えません。賞品は何で
しょう。楽しみです。できれば温泉
旅行が良いですね。
松浦 広樹
安田学さん、入会おめでとうござい
ます。これから宜しくお願いしま
す。
佐々木昭博
安田学さん、君津RC入会おめでと
うございます!共にロータリーを盛
り上げていきましょう。
藤田 章博
黒岩会員、ロータリーの友の紹介あ
りがとうございました!!髙島会員、
会員卓話ありがとうございました!!
馬場 孝弘
まだまだ気温も高く、熱中症のリス
クが下がっていません。体調管理に
気を付けていきます。髙島様、卓話
ありがとうございました。
野中慎太郎
髙島会員、SDGsへの卓話ありがと
うございました。
山内 雅夫
大相撲秋場所で玉鷲(たまわし)関が
優勝しました。37歳10か月での優
勝は最年長との事です。歳を取った
等と言い訳するのではなく、夢に向
かって行動、努力を続ける事が重要
なのですね。ロータリー活動を積極
的に実施していきます。
倉繁
裕
いよいよロシアの動きが混乱を来し
ています。動員令へのロシア国内の
反発、ウクライナ東部、南部の州に
対するロシア併合への一方的な結果
ありきの住民投票の実施等、政治的
混乱が経済的に更に大きな影響を及
ぼすリスクがあり、憂慮すべき状況
でしょうか。
黒岩 靖之
安田様、入会おめでとうございま
す。これからロータリー活動宜しく
お願いします。
永嶌 嘉嗣
コロナもだいぶ下火になってきてい
ます。重症も少ないので早く社会生
活が普通に戻ると良いですね。
秋山 大輔
安田さん、これからどうぞ宜しくお
願い致します。
秋元 ゆかり 皆様こんにちは。安田様、入会おめ
でとうございます。安田様には保険
の方でも大変お世話になっておりま
す。これからも宜しくお願い致しま
す。
篠塚 知美
この度、新業態である「君津北口の

きみだこ」という屋号で君津の尾張
屋さんの前にたこ焼き屋をOPENさ
せる事ができました。プレオープ
ンが9/30まで。10/1よりグランド
オープンとなります。まだまだたこ
焼きが上手に焼けませんが近くに来
ましたら顔を出してくれると嬉しい
です。

