8
0
0

千葉市花見川区柏井町800-1

「変（代）って欲しいもの替えて欲しいもの」
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千葉駅舎から政治経済、教育、家庭問題まで

30

年金に所得税がかかってい もガードレールを設置され 老朽を初期化して最新の内 智子）。病院の待ち時間が い。地域に生かされている
今月のアンケート
感謝の心を育てて（登戸・
ます、何故貧乏人からとる ていない所が多く不安を感 装デザインに変えたいです 長すぎる（匿名）。
のか税制を考えて ほしい じ な が ら 歩 い て い る の ね（長沼原・稲毛の住人）。
市角明）。寒い季節から暖
ＮＨＫの受信料
今回は「変って欲しいもの替えてほしいもの」についてのアンケートでしたが、
（六方・泉谷正誼）。消費 で、ぜひ設置をお願いした 主人は金遣いが荒くて「自
かい季節にかわってほしい
ＮＨＫ受信料を無料にし
一部に「稲毛新聞の内容を変えてほしいですか」と言う意味にとられたお答えが
税がなくなってほしい（作 い（稲毛東・吉村太希）。 分が稼いだ金だ」と偉そう
（花見川・相馬英治）。私
て（東千葉・高木一也）
（小
かなりありました。まぎらわしい設問で申し訳ございませんでした。
草部・本間せい）。店によっ 西千葉駅周辺に無料駐輪場 （四街道・田中紀子）。家
事であるが、消極的な性格
仲台・横田邦明）。見なく
変って欲しいものにアメリカのトランプ大統領があげられました。
てまちまちなこと。消費税 をもうけてほしい（春日・Ｋ 事を代わってほしい （天
をもっと積極的な性格に変
てもテレビがあるだけでＮ
身近な問題では千葉駅の新駅舎が意外に不評でした。その他、政治家で稲田・
が内税表示だったり外税だ ・Ｆ）。稲毛駅東口ロータリ 台・山本富子）。主人と入
えてみたい（浜野・柳澤範
ＨＫ信料が徴収されるのは
金田大臣を変えてとか、年金・税制、教育、道路行政、家庭問題に至まで様々な
ったりわかりづらい（四街 ーを立体にして送迎車が停 れ替わってみたい。一家の
光）。おこづかいを増やして
納得いかない（匿名）。
変えて欲しいテーマがあげられ多岐に渡りました。
まるスペースを増やしてほ 主になりたい（八千代・牧
道・海保貴之）。
ほしい（園生・伊丹芹）。
しい（園生・内野敦子）。 けい子）。主人の靴下の脱ぎ その他
米国金利これが娘の学資保
行 政
車社会を自粛して赤字ロー 方、裏返して脱ぐと洗濯の ポートタワー海側のベン 険なんです…（朝日ヶ丘・
暮れや年度末になると一
カル線を復活して ほしい 時プーンと臭うので直して チ及びトイレが古く塗装し 山田三十八）。北朝鮮よま
斉にガス、水道等の道路工
（四街道・粟村道生）。千 任をはたして欲しい（柏台・ 事が始まる事、同じ季節で （高洲・竹田チヨ子）。幕 ほしい（小仲台・平木恵 てほしい（小仲台・富永政 ともな国になれ！（匿名）。
葉駅を熊谷千葉市長がすご 小林稔）。国民の生活より はなく別々な季節に工事し 張イオンモールが巨大すぎ 理）。娘の夫が娘と話をする 美）。稲毛海岸野外ステージ とくにない
トランプ大統領
アメリカのトランプ大統 く自慢していたので、目新 も外国へ支援し続ける、主 てほしい。車が少し走って てモール同士の移動が大変 時に私のことを「大阪のお が古くあまり利用されてな 「日々是好日」今のところ
領が早く交代しててほしい しい店を期待していきまし 張できない総理大臣を変え は工事、また走っては工 なので無料で行き来できる ばちゃん」と話しているら い様で他の活用に変えてほ とりあえず現状維持でオッ
です（長沼・吉田友子）
（高 たら、折角の広いスペース て（園生・堀内みのり）。稲 事、渋滞ばかりです（作草部 乗り物があると便利（高洲 しい。おかあさんと言えな しい（小仲台・富永良子）。 ケー（長沼・本田洋則）。
浜・住村直希）（高浜・遠 に替わり映えのしない店が 田防衛大臣、みえも貫禄も ・林田静江）。開けるだけ ・藤本広樹）。京成稲毛駅 いのかい 自分の母親のこ 金利が安すぎ。タンス預金 今のところ無いように思い
から稲毛小学校への道を一 とは何て呼んでいるかし の方がよいのでは（花見川
藤郁夫）（作草部・立花裕 ごちゃごちゃ並んでいて失 ない！（花見川・文生）。金
ます（阿部ちい）
。思いつか
で破れるゴミ袋（縦にさけ
方通行に（稲毛・田畑文 ら。九州のおばさんかねえ ・儀藤晴夫）。パン類の添
司）（幸町・醍醐吉子）。 望しました。駅としての機 田法務大臣。説明できない
ないのでパス（さつきが丘
る）有料なのだからしっか
生）。千葉都市モノレールの （幸町・細谷敏子）。息子 加物を減らしてほしい（高
アメリカの大統領、先行き 能も不便で、長い間利用者 大臣に替えて説明できる官
・新井郁子）。特にない（稲
りしたものを作ってほしい
料金…高いので安くして が結婚してから私のことを 浜・北村一）。テレビのコ
不安です（稲毛・森田美恵）。 に不便な思いをさせた結果 僚に替わってほしい（朝日 （稲毛・市野恵子）。
毛・富山厚子・輝章・訓歳）。
（みつわ台・小島宏子）。 バァヤと呼ぶようになり、 マーシャルの入り方、興味
政策が独裁的で、その手段 こんなことしかできないの ヶ丘・横須賀和男）。議員
（花見川・角田友美）。
バスの時刻表を移動して欲 悲しくて悩んでいます（弁 をもった場面で必ず入る。
も独裁的で世界各国が困 かとガッカリ（稲毛・斎藤静 報酬は全て日当制に変えて 教育・学費
以 上
惑。混乱している。日本の 子）。ホームから上る階段少 ほしい（花見川・岩間敏 高校受験をもう少し早目 しい…無理かなあ（白旗・ 天・鈴木）。悔いの残る人 何度も繰り返すところ、品
前途も不安になる（あやめ なく、ラッシュ時は大変混 男）。国家公務員の天下り、 にしたらいいのではないか 青坂美代子）。車に乗る人 生なので老いから若さへ 位が下がる（園生・野口み
台・早乙女元市）。世界に 雑しています。ペリエ誘導 どれくらいえらいのでしょ と思います。インフルエン が減って事故が少ない世の （高浜・古川さつ子）。他 ね子）。一つの番組でコマー
恐怖と混乱を振りまいてい のための駅舎で利用者のこ う （長沼原・原田敬子）。 ザや雪の心配もある 月は 中になってほしい（椿森・ 人の痛みがわかる子育てを シャルが多すぎるので考え
親がしていればいじめが学 てほしい（稲毛・富山善
ます（長沼・物放叟）。トラ とはことは考えていない 文科省の天下り体質を変え キツイと思います（花見川・ 五木田ゆりあ）。
校でなくなると思う。親の 弘）。ゴルフコンペでのわ
て欲しい（桜木・匿名）。 斎藤邦昭）。公立学校と私 社会人のモラル
ンプ大統領の自国第一主義 （匿名）。
千葉市長は自分にお優し 立学校の学費の差をもう少 家庭・学校・就職先での 姿をみて育つと思う（朝日 がハンディキャップ。飛ば
の考え方（稲毛・西村いく）。
政治家が変わって
く、高齢者にきびしく（花見 し小さくして欲しい（小仲 道徳教育の見直し（四街道 ヶ丘・稲田幹子）。生後７ ぬわがドライバーから飛ぶ
日本は赤字で借金大国な
ＪＲ千葉駅
川・長谷恵喜）。稲毛の浜 台・高木歩美）。働く母親 ・長野章）。特に横断歩道 ケ月の娘が初めて熱を出し ドライバーへ（打瀬・森本
のに、外遊してはあちこち
に結婚式場を作ったり園生 たちが出産後に子供を保育 でのスマホ使用は車を運転 ました。小さな体で熱と戦 忠）。おこずかいを増やして
で大金の援助を約束してい
町に宗教団体の用地を提供 園に預けることができずに するものにとっても危険な うのは見ていてかわいそう ほしい（園生・伊丹芹）。
る。日本の赤字をゼロにし
したりして（小仲台・匿名）。 離職を余儀なくされるケー 時があるので、地域なりの なので、自分と替わってほ 勤務先の社員の数、人手が
てからにしてほしい。借金
しいなと思いました（山王 足りない （園生・伊丹英
スが多いとか。行政でなん
禁止事項を作ってほしい
を孫や曾孫に残してほしく
・五十嵐淑美）。子供がう 二）。ロシアのプーチン氏の
とかしてあげて下さい（み
年金・税制
（真砂・小口紀子）。子ど
ない（小仲台・河内桃子）。
年金制度を見直してほし つわ台・黒澤博子）。学校 もを連れているのに親がス るさすぎるのでおとなしい 考え方、政策をぜひ替えて
今の政治と政治家（園生・
い。老後が心配です（天戸・ についての暗いニュースが マホをいじくっている（桜 性格に変わってほしい（畑 頂きたい（小深・北村勝）。
野口一歩）。政治家の政務
岡政夫）。国民年金を夢のあ 続く。そこで校長が替われ 木・匿名）。平気で外でタ 町・堤麻耶）。孫がハイハ 「人間は一人では生きられ
活動管理基準（四街道・長
るものにしてほしい。税金 ば学校が変わる（高洲・宇 バコを吸ったり、子どもを イをする様になり遊びに来 ない」なのだが他人と仲良
野章）。日本の政権（小仲
制度をなんとかして ほし 都宮亮）。学校の教科書は 邪魔者扱いしたり、未来は ると床を常に掃除していま くなるのは大変、子どもも
台・木村順子）安定、安心
い。高すぎる、自営業に優し 自虐史観の教科書を廃止し 子どもが背負うのに。皆様 すが孫の服がモップだった 知らない人にあいさつもし
した生活ができるようにい
くない（高浜・槌谷智敦）。 て正しい歴史教科書に代え まずは配慮から（高洲・岡安 らいいなアと良く思います ない、友達づくりをしよう
ろいろ変えて欲しい（高洲・
（山王・塚本真由美）。 よ（千草台・熊切敏教）。
年金が目減りしてばかりで て欲しい（中央区・金子）。 亨博）。
藤崎貞雄）。国会軽視はゆ
意地っ張りで身勝手な人は
困ります。変えてほしいで 道路交通
病院の診察
るせない。気に入らないと
自分が替わることの努力を
す（あやめ台・後藤貞子）。 子どもが小さいためベビ 家族・家庭
病院や医院が夜間でもや
欠席、野次・発言している
日本の景気（小仲台・木村 ーカーで移動しております 家を変え引っ越しをした ってほしい、また土日もや しましょう（長沼・南井保
人の話を聞かない。国民の
順子）。今年金生活ですが、 が、交通量の多い大通りで いです（天台・山本信夫）。 ってほしいです（桜木・小野 夫）。地域ボランティアに
代表なんだからしっかり責
積極的に参加してほし
今住んでいるマンションの
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急に日本同盟（第 条）で
尖閣を守るとのことだ。ト
ランプ氏は言っていること
が二転三転するのでどう変
わるか世界中が成り行きを
見守っている（花園町・岩
井 秀夫）。
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新しい千葉駅の不便さ
（幸町・中村春雄）。せっか
く新しくなったのにとても
使いづらいです。ホームか
ら上にあがるエスカレータ
ーが無いのもとても不便で
す（園生・川瀬恵）。千葉駅
の改札が以前より不便にな
った様な気がする（小仲台・
富永政美）。ＪＲ千葉駅の
ホームに早くエスカレータ
ーをつけてほしいです（朝
日ヶ丘・福田和憲）。千葉
駅の改札口を１階に替えて
ほしい。利用者のことを考
えていない。わざわざ遠回
りすることは何か。千葉の
玄関口の景観も良くない
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読 者 の 声

5

介護に感謝の心を

043-270-0777

る国際連合と同様な組織
で、目的は地球的規模に立
ち、国家を超越したリベラ
ルのグローバル化であり、
徹底的な構造改革による伝
統文化の破壊と規制緩和で
ある。鳩山由紀夫元首相の
日本列島は日本人だけのも
のではない、福田康夫元首
相の靖国に代わる記念碑を
造る、毒餃子で中国が嫌が
ることは言わないに繋が
る。若手リーダーに構造改
革、規制緩和、原発即廃止
の小泉進次郎、楽天の三木
谷浩史、藤原紀香などを記
載している。
ＷＥＦは 千社を超える
企業の年会費で運営されて
万円が一般会
いる。
万
員、上級会員は
円、最上級会員は
万円で日本企業は三菱商
事、東芝、武田、ＬＩＸＩ
Ｌである。活動方針は

ショッピングセンターＰＩＡ3階

中心でドルが世界通貨であ
る。グローバル経済は過去
何度も恐慌が発生し不況が
各国に及んだ。
ドイツと米国は保護貿易
で産業を守り、イギリスは
自由貿易を貫き経済が衰退
した。ドイツは力を付けイ
ギリスに挑戦した。それが
第一次世界大戦である。
安倍首相は保護貿易のト
ランプが当選したのにＴＰ
Ｐ法案を急いで批准した。
昨年の世界経済フォーラム
（ＷＥＦ）のダボス会議に
出席した安倍首相はグロー
バル経済の規制緩和が経済
成長の一丁目一番地と演説
した。
ＷＥＦは日本を敵国とす

介護ともうします言葉
は、一口に言い表すことは
出来ないと考えます。
然し乍ら、感謝の念があ
れば結び付きが見えてきま
す。介護と申します務め（大
きい任務）は、介護を必要と
する人様へ感謝の役目を果
たします。介護の奥深い務
めを考えてみよう！介護を
必要とする人々は寝たきり
の人もいらっしゃいます。
療養する人には必要な器具
（車椅子・歩行器・杖）な
ど使用されています。介護
の必要性はそれぞれ違って
も介護の心は一つでありま
す。介護を行う施設には、介
護のプロフェッショナルを
はじめ五体の生涯にリハビ
リテーションを行う機能訓
練指導員。五体の療養（病
状）のアドバイスを行う看
護士の人。こうしたスタッ
フの皆様は、介護利用者の
人様へ健康を祈り、労り励
まし下さるお心には頭が下
がります。この良き施設を
利用される皆様方も何より
も気強く安心感が涌き出ず
ること必定でありまし ょ
う。施設のスタッフの皆様
へ感謝の念を深める可きで
「介護あると
ありましょう。
ころに感謝あること」施設
中心の介護。家族あるとこ
ろの介護。介護を守ること
に変わりありません。
読者の皆様。介護の施設
に感謝を申し上げ、家族の
皆様へ感謝を申し伝え、健
全なる五体を見守りましょ
歳）。
う（長沼・南井保夫
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名の役員が決める。メンバ 口が減ったのに、人口が減 私は昭和 年 歳の学生 なっている。世界の覇権国、 母を常駐させ、横田などに
ーは竹中平蔵慶大教授、Ｉ ったので経済成長しないと 時代、当時またアメリカの 世界の警察官でもなくなっ も軍事基地を置き、日本を
ＭＦラガルド専務理事、Ｏ 逆を言う自虐史観である。 占領下にあった沖縄を訪ね ている。財政、経済危機は、 中国包囲網の一環としてい
ＥＣＤ事務総長などで最終 強靭な国家があるから日本 た。この時、石垣島で貰っ 深刻の度を増している。ド る。だから中国も警戒を緩
目的は一握りの人間が世界 人は生活できる。国土投資 た観光地図には尖閣諸島が ルの信用は下落し、産油国 めていないのだ。だけどい
を支配する構図で、レーニ を否定して国民を貧困にす 見学コースに載っていた。 の大半は、決済資金をドル まや米国には、中国を相手
歳の時、台湾生まれと言 から人民元に切り替えてい に戦うだけの力はない。戦
ンが唱えた共産党革命と同 るのはスパイと同じだ。
中国は破綻すると言うが うこともあり、一人で台湾 る。しかし、首相の安部は、 うには、軍事力、経済力、
じだ。
その米国にすがり付いてい 国民世論、世界世論などが
安倍政権は契約社員と失 ＡＩＩＢで、国土と軍備に を一周してきた。
万人もい 投資するので経済は成長し 当時、中国大陸から逃げ る。世界に冠たる日米同盟 なければ成らないが、米国
業者が 千
るのに技能実習生制度で中 破綻しない。中国こそ資本 てきた中華民国政府発行の とか、世界に輝ける日米同 には、そのいずれもが、もは
国人などを受けいれる。
主義経済である。日本は経 中国大陸地図（台湾を含む） 盟とかわめいている。
や、存在しない。昔日の力
当初デフレ脱却の財政出 常黒字国で資金はある。公 を購入したが、尖閣諸島は トランプ米大統領が如何に は、もはや、米国にはない
動で 兆円を投入したが、 共投資を否定する輩は米中 載っていない。次の年（昭 叫ぼうと 年前、 年前の （宮野木町・藤本 豊）。
直ぐ止め増税の緊縮財政で 露の工作員である。日本国 和 年）に韓国を一周、板門 米国にはならない。
二転三転のトランプ
兆円も買 店に行ってきた。この時に 昔日の米国を取り戻すこ
ある。経団連は工場を中国 債は日銀が
兆円に 購入した韓国の地図は日本 とは、もはや、出来ない。朝 テレビで安倍氏がトラン
などに移転し中国人の雇用 い取り借金は
を増やし、日本人の雇用を 減った（穴川・入野守雄）。 海が東海（ふざけた話だ） 鮮戦争、ベトナム戦争から プ氏との会談は良好だが詳
になっているが竹島は載っ イラク、アフガン戦争で、 しい話は公表しないとの事
亡くした。トランプ大統領
文科省の遅い対応
ていない。韓国国内発行の 米国はすっかり疲弊してし だがポチと飼い犬の関係に
の爪の垢でも煎じて飲めと
次期時期学習要領の改定 地図に竹島は載せていな まったのである。
なると思う。別荘まで招待
いいたい。
財務省は借金大国で財政 案で小中学校の社会で竹島 い。（昭和 年発行の鉄道 トランプは、躍起になっ され厚遇のもてなしを受け
が破綻するウソを流して増 （島根県）尖閣諸島（沖縄 旅行ガイドには日本の景勝 て米国第一などと呼号して 喜んでいるが今後どんな要
税し、公共投資を否定した。 県）が「固有の領土」と初 地として竹島の紹介があ いるが元の米国に戻ること 求されるか不安だ。米軍の
億円
大学教授はデフレの結果人 めて明記されるという。 る）事から不法占拠が分か はないどころか、彼の絶叫 駐留経費は 千
る。国は領土、国民主権で は如何に米国経済が堕ちこ と他国と比べて格段に高
成り立っている。文科省は んでいるかということの証 い。米国からの輸入車には
あまりに遅い対応である 左である。それなのにその 税金をかけず米国に輸出す
（鎌ヶ谷・島津幸生）。 米国にすがり付いている安 る車に更に税金をかけると
倍は阿呆だ。世界は不戦時 のことだ。トランプ氏はメ
日米同盟の今昔
代に入ったというのに、
「核 キシコを目の敵にし工場を
沖縄を生け贄にして辛う の傘」などという時代遅れ 作ることに反対しているの
じて日米関係は保っている の、寝ぼけたことをわめい で日本の企業は迷惑してい
が、 年前とか 年前とは ている。そしてまた、「防 る。安倍氏がトランプ氏と
たいへんな様変わりしてい 衛力の強化」などと言って 笑顔で握手しているテレビ
る。 年、 年前の米国は、 いるが世界情勢の変化が全 を中・露は嫉妬しており尖
世界にダントツの巨木であ くわかっていない。
閣でいやがらせ、北方領土
った。日本はその大樹の陰 北東アジアは緊張が高ま は返してくれないと思うし
に寄って立っていたという っているなどとトンチンカ 北朝鮮はミサイルを打ち上
のが日米関係であった。 ンなことも言っている。北 げた。海外メディアは媚び
しかし、今では足の悪い 東アジアの緊張が高まって すぎともの笑いのタネにな
老人が枯木につかまって立 いるなどということは全く っている。世界中で米国の
っているようなものになっ ない。中国の軍事力拡大が 奴隷は日本だけだが大国に
ている。今の米国は、 年 脅威だとも言っているが、 なるには北朝鮮の様に核を
前、 年前の米国とは大き 中国は、米国のような好戦 作らなければ奴隷から解放
く様変わりしている。半世 国ではない。中国は、経済 されない。トランプ氏も賛
紀にわたる戦争で経済も軍 建設に一心不乱になってい 成だからこのチャンスを逃
事もすっかり使い果たして る。軍事力拡大は、好戦国 さず核作りを始めたい。数
軍事予算を削減せざるを得 米国に対する備えだ。
年前米国は尖閣は日本と中
ないところまで落ち込んで 米国は今でも沖縄などに 国でわたりをつけろと言っ
いる。世界ダントツの経済 軍事基地を置き、横須賀に ていたが中国の人工島問題
大国でも軍事大国でもなく は９万７千トンの超弩級空 で日本に応援させたいため
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思っている人」について ☆アクアリンク賞＝スケー 木）。
【クイズ応募方法】
左記のクロスワードパズ あげたい人、その理由を ト無料券（５組様）
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ 一言書いてください。
☆吉本イオンモール劇場賞 ニクあほえん＝細谷敏子
の順に文字を並べると言葉 締切・平成 年 月 日
＝無料観劇招待券（ 組様）（幸町）藤崎貞雄（高洲）森本
になります。その言葉とア （当日消印有効）
忠（打瀬）青坂美代子（白旗）
月号の当選者
ンケートの質問内容をハガ 今月の賞金・賞品
小口紀子（真砂）。
月号の答えは「ウメニ ☆千葉市動物公園賞・無料
キに書いて住所・氏名・年齢 ☆特 賞＝１万円（ 名）
・電話番号を明記。〒２６３ ☆一等賞＝ 千円（ 名） ウグイス」でした。厳正な抽 招待券＝富山訓歳（稲毛）内
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 選の結果次の方が当選しま 村敦子・伊丹英二（園生）福
した。
【敬称略】 田和憲（朝日ヶ丘）田上佳子
～５～２「稲毛新聞クイズ ニクあほえん（５名様）
係」宛。なお、応募はメール ☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆特賞・ 万円＝森田美恵 （小中台）。
招待券（５組）
（稲毛）。
でも受付ＯＫです。
☆多田屋小仲台店賞・図書
☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆ 等賞・ 千円＝市野恵 カード＝熊切敏雄（千草台）
※今月のアンケート
子（稲毛）楠田勝一郎（宮野 小島宏子（みつわ台）。
「感謝状を上げたいと カード（２名様）
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝山田三十八（朝
日ヶ丘）角田友美（花見川）
岡安亨博（高洲）五木田ゆり
あ（椿森）海保貴之（四街
道）。
☆吉本イオン劇場賞・無料
招待券＝増田勇（長沼）宇都
宮亮（高洲）吉村太希（稲毛
東）原田敬子（長沼原）黒澤
博子（みつわ台）。
以 上

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

診療時間

眼科診療・全般

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック
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20
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2

2
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2

?

→ヨコのかぎ

①春の七草。
④漬物や鍋物に入れる野菜。
⑥ 「言行○○○」 「○○○団結」
⑦借り⇔。
⑧愛媛県、和歌山県が有名な果物。
⑩糸の○○○。髪の○○○。
⑫ついて遊ぶボール
⑬財産を失う。
↓タテのカギ
①船の上で働いている人。
②笑う門に来るもの。
③初めて会う人に渡して挨拶。
④ハチが花から採取する甘い液体。
⑤壁を塗る職人。
⑨しなびれた草や木の葉。
⑪ベル、鈴。
⑩敵の侵入を防ぐため城のまわりに作る
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グローバル経済とは

まわりにいる人で感謝状をあげたいと
思っている人と、
理由を書いてください。

昔も今も世界は新自由主
義経済下のグローバル経済
である。グローバル経済と
はヒト、モノ、カネが国境を
越えて自由に移動できる状
態だ。
産業革命を成し遂げたイ
ギリスは第一次世界大戦ま
ではグローバル経済の中心
地であり、基軸通貨はポン
は加盟国
ドであった。
が主権を制限された共同体
である。即ち社会主義体制
で独立性がなく、独自の通
貨は発行できず、ユーロが
共通通貨である。ＥＵ各国
の政治体制は並べて社会主
義政党である。自民党も社
会党と同じだ。
現在は米国が世界経済の

「感謝状をあげたい人」
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今月のアンケート・テーマ
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