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開催

精励恪勤

会長 竹藤 敏夫
このたびの定時総会において、会員の皆様の信任をいただき、引き続き会長を務める
ことになりました。
これもひとえに、皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
ご承知のとおり、新型コロナウイルスという未曽有の危機に直面してから 1 年半が経
過しようとしておりますが、この間、私たちは様々な変化への対応を余儀なくされ、施
術所の運営・経営においても、これまで経験したことのないような影響が随所に見られ
大変厳しい状況にあります。
このように、感染拡大の影響が広く実体経済などに普及する中で、柔道整復師は地域の公衆衛生を支えてい
くことが責務であり、社会的使命と考えております。
よって、この難局を乗り切ることが最優先でありますが、このような状況にあるからこそ将来を見据えたビジョン
も同時に重要と捉え、今回の役員人事においても、これまでの慣例にとらわれず適材適所に就任していただきました。
今、我々柔道整復師には、国から電子請求への移行やマイナンバーカードによる健康保険証の資格確認など
デジタル化の推進、整備が求められております。これらの課題に対し、これまで以上に会員の皆様との対話を
重視し、信頼関係をより強固なものとして、迅速、適切、柔軟に対応して参りたいと考えております。
そして、私自身「精励恪勤」職務に取り組んで参りますので、何卒、一層のご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

竹藤敏夫会長

公益社団法人日本柔道整復師会理事就任
日本柔道整復師会関東ブロック会会長就任

議事進行の新井議長

総会会場内
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新役員紹介

副会長 眞中 進
温故知新・利他の精神
この度の役員改選におきまして、3 期目の副会長としてご承認いただきましたこと、心よりお
礼申し上げます。
現在、我が国を含め全世界は新型コロナウイルス感染症拡大という難局に直面しており、我々
柔道整復師会を取り巻く環境はますます厳しい状況におかれております。来院患者の減少、感
染拡大防止対策のための費用増加は経営への大きな負担になっております。しかしながらこの
ような状況の中、接骨院・整骨院に対し国から休業要請の指定がなされなかったのは、地域住
民の健康維持に必要であると判断されたことであり、施術を継続できる有難みを実感しております。これからも
しっかりとした感染対策をとり、地域住民の皆様の力になりたいと考えております。
先人が築かれたこの業界を発展させ、後世に繋ぐため「温故知新・利他の精神」で邁進する所存でございます
ので、今後とも皆様のご協力とご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
この状況が一日も早く終息へ向かいますことと、会員の皆様のご健康をお祈り申し上げます。
副会長 荒井 健吉
共に努力し共に栄える
この度の役員改選において２期目の副会長に就任させていただき、会員の皆様並びに県民の
方々に対し、公益法人の副会長としてどのような貢献ができるか、その重責をひしひしと感じ
ています。
昨年当初より続くコロナ禍の影響により感染症対策の負担や患者数減少による減収の厳しさ
に直面し、ご苦労されている会員の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
ご承知のとおり、日整においては制度改革・教育改革が進み、また地域住民の為の受領委任
払いの堅持、コロナ禍支援など柔整業界の環境作りや会員支援を推し進めていただいていますが、その恩恵を業
績という結果に結びつけるのは、各自の更なる「創造性努力」が肝要だと考えております。会員皆が栄え、本会
も発展できるように、共に粘り強く「自助努力」を継続しましょう。
引き続き、竹藤会長を中心に執行部・事務局一丸となり会運営に邁進する所存です。
今後とも忌憚のないご意見とご協力を伏してお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

今こそワンチームで・・・

総務部長

藁谷

和彦

一陽来復

経理部長

藤田

博美

第 3 期竹藤会長体制のもと、山口康副部長と共に総務部を担当するよう任命されました藁谷和彦
と申します。
事業部長に続き総務部長という大役を仰せつかり、その責務の重大さに身の引き締まる思いでおります。
一昨年は台風被害、そして現在のコロナウイルス感染症の終息が見えず、平常の生活を取り戻せな
い中、会員の皆様におかれましては、来院患者数が減少するなど大変厳しく難しい経営状況にあると思
われます。自粛要請などにより、集う事や活動が制限された今こそ、これまで以上に総務部長として執
行部は基より各支部長を介して会員の皆様と報告・連絡・相談を徹底しておこなっていくことが重要だと考えております。
竹藤会長の指針の下で最善な会の運営をおこない、全会員が共通理解をもって柔道整復師業を施行し、地域社会へ
の貢献ができますよう、微力ながら職務に邁進してまいる所存でございますので、今後とも皆様方のご支援、ご協力
を賜りますようお願い申し上げまして就任の挨拶とさせていただきます。

初めまして、この度経理部長を拝命いたしました藤田博美です。
この度、ご勇退された鮏川先生には、長年にわたり本会の経理部を支えていただきましたことに
改めて感謝申し上げます。ご苦労様でした。
私は、今まで鮏川先生の下で微力ながら副部長を務めさせていただいており、様々なことを学ばせていた
だきました。今後は部長として、その経験を踏まえ、誠心誠意努力し、業務を遂行していく所存でございます。
現在、このコロナ禍の影響で来院患者数が減少するなど、大変厳しい経営状況にあります。
この未曾有の危機を、会員の皆様方と乗り越えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
簡単ではございますが、就任のあいさつとさせていただきます。

持続可能な受領委任制度を !

保険部長

箱守

志農夫

5 月の定時総会の役員改選において、会長より保険部長の大役を任命され、自分の置かれた立場に、
身の引き締まる思いです。誠心誠意働きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
健康保険における療養費は、私が審査委員として任命される以前より現在まで、刻々と変化して
おります。その変化の中でも、受領委任の取り扱いを堅持し、より安定した給付を受けること。そ
して「公益社団の会員でよかった」と言ってもらえることを目標として、副部長の富永秀明先生、
後藤健雄先生と共に協力し、保険部一丸となって努力を重ねてまいりたいと考えております。
会員の皆様、事務員の皆様のご理解ご協力を心からお願い申し上げ、就任のあいさつといたします。
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一意専心

学術部長

藤田

利光

一人でも多くの会員に !!

広報部長

木村

相徳

どうせやるなら一生懸命

事業部長

石川

博英

介護情報の共有

介護部長

荘司

智也

この度の役員改選において、竹藤敏夫会長より学術部長の再任を仰せつかりました藤田利光と申
します。
大変光栄に思うと共に、職務の重さに身の引き締まる思いです。
微力ではありますが、新井俊行副部長と共に本会の発展のために職務に精励いたす覚悟でおりま
すので、引き続きご支援ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして就任のあいさつと
いたします。
この度、広報部長を拝命した木村です。
浅学非才の身ではありますが、会員の皆様にとってより分かりやすく、手に取って何度となく目に
留めていただける誌面を作って行きたいと考えております。とは言え、初めての担当となりますので、
広報部員の助けをいただきながら面白いと言われる広報誌を発行出来る様、鋭意努力いたします。
予想のつかないことが多々起こり得る世の中ではありますが、変化に対応しつつ、時代に即した
コミュニケーションツールになればと思っておりますので、2 年間、ご教示いただければ幸いです。
この度、竹藤会長よりご指名いただき、事業部長を拝命いたしました県北支部の石川です。
甚だ、微力ではありますが地味に地道に業務に精励する所存です。
柔道関係は、一ツ柳相談役、松岡事業副部長、柔道委員の先生方と、また、生涯学習、救護関係は、
佐間田事業副部長及び各委員の先生方と力を合わせて事業を推進して参りたいと思います。
先ずは、今後数年は緊張感を持ち救護活動に当たらなければなりませんので、本会救護ボランティ
ア活動における新型コロナ感染防止マニュアルを策定し、活動に協力していただきます先生方の安
心、安全に努めて参りたいと思います。
最後になりますが、
本会の事業活動に対しましてご意見等ございましたら、
石川まで遠慮なくご連絡をお願いいたします。
１期 2 年、先生方には、よろしくお願いいたします。

この度の役員改選により、竹藤会長より引き続き介護部長に任命され、その責務の重大さに身の
引き締まる思いでおります。
近年、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生するなか 2025・2040 年を見据え、介護業
界ではいち早く今年 4 月より、科学的介護情報システムの構築がはじまりました。私たちの知らな
いところで医療・介護システムの改革が進んでいます。改革の波に柔整業界が取り残されないよう、
微力ながら本会の運営に協力し、少しでも会員の皆様に有義な情報と柔道整復師が活躍できる「新
たな活動の場」の提供ができるよう職務に邁進していく所存でございます。
今後とも、会員の皆様方のご協力とご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

利用促進と体制強化

茨城県柔道整復師協同組合 理事長 𠮷原 貴範
令和 3 年度の通常総会において、2 期目の理事長に選任されました。皆様からご支持をいた
だき、誠に光栄に存じます。その責務の重大さに身の引き締まる思いです。
1 期目は、コロナ渦とはいえ思うように活動ができず、歯がゆい思いをいたしました。組合員
の方々にもご迷惑をおかけしたものと思います。今期は、気持ちを新たに、協同組合の体制を
強化して盤石のものとし、よりよい物を賛助会員の方々の協力を得ながら提供し皆様にたくさ
ん利用していただけるよう活動してまいります。柔道整復師会の竹藤会長とも連携を密に、皆
様のご意見ご提案を真摯に受け止め、協同組合の発展に生かしていけるよう職務に邁進する覚悟です。
厳しい時代ではございますが、一歩・一歩前進できるよう精一杯努力いたしますので、今後ともご指導、ご鞭
撻のほどよろしくお願い申し上げます。

皆様と共に

日本赤十字社茨城県支部

柔道整復師会奉仕団

委員長

藤田

博美

この度、日本赤十字社茨城県支部柔道整復師会奉仕団委員長を拝命いたしました藤田博美と申し
ます。何分初めてのことでありますので、今までの歴代の委員長の方々が築き上げてこられた日本
赤十字社茨城県支部との良好な関係を引き継ぎ、より強固なものとするため努力していく所存です。
本奉仕団は、会員の皆様方のご協力によって成り立っておりますので、今後ともご協力のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
昨今のコロナウイルス感染症の影響により、現在は活動を自粛しておりますが、活動が再開された際にはお声を掛
けさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。
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会員になって想う!
県南支部

髙橋良文

平成29年8月に入会いたしました、県
南支部の髙橋良文と申します。
私の本業は芸術で、オランダの芸術学
校教員の予定でしたが、諸事情から父親の職業である柔
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県南支部

湯田隆幸

平成30年4月に入会させていただきま
した県南支部の湯田隆幸と申します。つ
くば市高見原で湯田接骨院を開院してお
ります。開院当初は分からないことばかりでしたが、先
生方や職員の方々にお世話になり大変感謝しております。
入会してからこれまでに、投球障害研修会や日整全国柔

道整復師を継ぐ経緯となりました。現在もつくば市谷田

道大会予選会に参加させていただきました。研修会では

部で整骨院を営みながら次作品の企画、台本を練ってお

エコーでの観察方法など大変勉強になりました。柔道予

ります。

選会では、他県の先生方と交流ができいろいろなお話し

今後も、柔道整復師として父から継承した技能を非力
ながら提供する意向です。会員の諸先生方のご指導よろ
しくお願い申し上げます。

が聞くことができました。
これからも、いろいろな経験をして学んでいきたいと
思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

私の散歩道（２）
前回の67号に引き続き「私の散歩道(渡良瀬遊水地)」

について、ご紹介いたします。

ヨシ原を抜けると谷中湖の外周サイクリングロード

に出て舗装された道を歩きます。

このサイクリングロードには、自転車・ローラーブ

レード・ラン用の車椅子の車列が時計の逆回りに軽快
に走ってくるので、時計回りに道の端の白ラインに沿
って歩かないと、後ろからぶつかってしまうので注意
して歩いています。

この辺りは、ヨシ原と湖側の樹木に囲まれた道なの

で、いろいろな鳥の鳴き声が良く聞こえてきます。特

に季節で「ウグイス」の鳴く季節は多数のウグイスが
場所によって上手だったり、イマイチだったりして聞
き比べると楽しくなり足が進みます。ヨシが伸びてく

ると、
「オオヨシキリ」
「コヨシキリ」の「ギョギョシ・ケ
ケス・ケケス」と多数のヨシキリがうるさいくらい鳴
き始め、ヨシの先端に止まって鳴くので肉眼で姿を見

ながら声を聴けるので、つい足が止まってしまいます。

のを見ると、自然の力はすごいなと思います。

この木々の中にもウグイスが飛びかっていて鳴きな

がら追いかけてきます。

橋を渡ると谷中湖の中央に島があり、その中島は子

供広場ゾーンと中央エントランスに繋がっていて三方
向に道が伸びています。

中島を直進すると中央エントランスに通じ、そこに

はトイレや水飲み場、平らな原っぱがあり、トライア

スロンとか各種イベントの時はこの広場がメイン会場
になります。

私はこの広場を左に曲がり水門を目指して南へ向か

って歩きます。

このロードの左側が湖で右側には川を挟んで、野球

場やサッカー場があり子供達が元気よく声を上げて楽
しそうにスポーツをしています。

水門から折り返して進むと橋があり、そこからロー

ドの脇に一段下がった遊歩道に入ります。そこには姿
を一度も見ていませんが「キジ」が毎年鳴き声だけを
聴かせてくれるので楽しみにしています。
（広報副部長

その周辺のロードには「桑の実」がなる木が多数自

生していて、6月下旬頃、実が熟してくると大勢の人

が桑の実を取りに来て傘を逆さに持って、枝を揺すっ
て落として紫色に手を染めながら袋にたくさん採って
いる姿が見られジャムを作るらしいです。

そのロードを歩いて行くと谷中湖を横断する道に出

てそこから先は侵入禁止地域になるので、右に曲がり
横断道路を歩きます。そこの角からは、天気が良く空
気が澄んでいると富士山が正面に見えます。

左右の湖は釣りが出来るので一日中釣り人が多数の

糸を垂らしています。

両側には堤防に自生した木や草が生い茂り倒れた木

がそのまま朽ちていて、そこから新しい芽が出ている

史跡広場から子供広場に向かう

鈴木正嘉）
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■新入会員■

県南支部 篠崎 侑平
しのざき鍼灸整骨院
稲敷市柴崎8431
☎0297-84-1089
水戸支部 宮本 知恵
みやもと接骨院
潮来市新宮1901-2
☎ 0299-77-7526
県南支部 細谷 友洋
とも整骨院
つくば市桜 3-8-4 アグレアーブル102
☎ 029-846-3308
県西支部 関 恭平
がじゅまる接骨院
古河市久能 975-15
☎ 0280-23-4927
県南支部 小林 正志
あゆむ整骨院
牛久市さくら台 1-18-12
☎ 029-872-2558
県南支部 菊地 倫彦
すてき接骨院
つくばみらい市小島新田36-15
☎ 0297-21-9655
水戸支部 植木 克彦
土合接骨院
神栖市土合本町4-9809-344の内
フーデリアテナント棟B室
☎ 0479-21-3213
県北支部 宮本 親吾
古宿接骨院
日立市鹿島町1-21-10
☎ 0294-21-2204
県北支部 庄司 英幸
S・E・C接骨院
常陸太田市金井町3568-4 R&Y金井町101
☎ 0294-87-6500

《訃 報》
宮﨑 昭（みやざき あきら）
県南支部 宮﨑 誠一 会員の父
令和2年3月20日死去 77歳
中根 つや（なかね つや）
県南支部 中根 豊 会員の母
令和2年4月25日死去 94歳
松本 ひろ子（まつもと ひろこ）
水戸支部 松本 克輝 会員の母
令和2年7月22日死去 59歳
嶋﨑 豊子（しまざき とよこ）
水戸支部 嶋﨑 英恭 元理事・嶋﨑 淑彦 会員の母
令和2年7月23日死去 98歳
藤田 淳子（ふじた じゅんこ）
藤田 利光 理事（水戸支部長）の妻
令和2年10月11日死去 60歳
下村 民子（しもむら たみこ）
県南支部 下村 年秋 理事の母
令和2年11月2日死去 91歳
荘司 剛二（しょうじ ごうじ）
水戸支部 荘司 智也 介護部長の父
令和2年12月6日死去 87歳
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県南支部 大峽 浩
パイナップル整骨院
牛久市中央5-18-2
☎ 029-870-5182
県南支部 渡辺 義隆
マツモト接骨院
稲敷郡河内町生板8898-2
☎ 0297-84-2897
県南支部 柴崎 繁
すずらん接骨院（勤務）
土浦市小岩田東1-4-26
☎ 029-899-8596
水戸支部 川村 大貴
接骨鍼灸康復
水戸市大串町4309-1
☎ 029-291-3259
県南支部 湯原 航介
そよかぜ接骨院
守谷市久保ケ丘2-17-2
☎ 0297-37-4368
水戸支部 君和田 陽世
はる鍼灸接骨院
鹿嶋市長栖2288-3 2号室
☎ 0299-94-6800
県西支部 松本 直之
松本接骨院
猿島郡境町2167-79
☎ 0280-87-0671

救 護 員 派 遣 の 近 況
令和3年5月1日（土）
令和3年度県民総合体育大会 兼 第76回国民体育大会
茨城県選手選考会（柔道競技）
筑波大学武道館
綿引 徹、佐間田 仁（水戸支部）
負傷者なし。
令和3年5月23日（日）
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会茨城県選手選考会
筑西市立下館総合体育館
松岡 峰夫、塚本 三郎 (県西支部)
膝関節捻挫、足関節捻挫等の6名の選手にテーピング、アイシング
等の処置をしました。

湯田 晴美（ゆだ はるみ）
県南支部 湯田 隆幸 会員の母
令和3年1月22日死去 65歳
久保田 浩将（くぼた
水戸支部会員
令和3年2月22日死去

ひろまさ）

55歳

青木 勇二郎（あおき ゆうじろう）
県南支部会員
令和3年4月21日死去 71歳
神崎 泰夫（かんざき やすお）
水戸支部 神崎 裕 会員の父
令和3年7月2日死去 98歳

私自身、この一カ月忙しく
過ごしているうちに世代を重
ね気がつけば耳順になり候。されど、この世の急速
な変化に対応出来ず（オンライン、キャッシュレス
etc）
、困惑する今日この頃。ならば、人生百年と言
われるこの現代社会において、孔子に逆らって我意
を持つことも一興である。 （広報部長 木村相徳）

（6）

いばらき柔道整復師会ニュース

令和３年７月30日（金） 第68号

茨整発 【県民健康講座】
心の栄養になるお話
茨城放送（ラジオ）ミツコdeリラックスに2015
年4月～ 2020年12月まで約6年間出演させていただ
いて、
「心の栄養になるお話」
「足元からの健康法」
についてお話をさせていただきました。
県民健康講座には、その時の放送内容をもとに
書かせていただきます。
人には悪い所もあれば良い所もあり、人には必
ず欠点もあれば長所もあります。自分の長所、優れ
たところを生かして、人のため社会のために役に立
っていこうという心掛けが、ストレスを軽減させる
という内容です。
今回は、
「良くない、悪い出来事と思われる事には大
切な深い意味がある」というお話をさせていただきます。
身の回りに、良くない悪いと思われる出来事、失
敗しちゃったということは沢山あると思います。何
もない人はいないと思います。
普通、ほとんどの人はそのような出来事が起き
た時に喜ぶ人はいないと思います。
しかし、本当は喜ぶべきことなんです！ 「え～
どうして」と思われるかもしれませんが、良くない
悪い出来事は、次に来る良い出来事の前ぶれになっ
ていることが多いのです。
例題を挙げてみましょう。
①よく聞く話ですが、乗ろうとした電車にお腹が痛く
なって乗り遅れてしまった。後から、その電車が事
故を起こして負傷者がたくさん出たと聞かされた。
「お腹が痛くなったこと、電車に乗り遅れた」とい
うことだけでは悪いことですが、
「事故を起こす電
車に乗らなくてすんだ」というところをみれば良
い出来事なんですね。お腹が痛くならなければ事
故にあっていてどうなったかわからないですよね。
②私の整骨院に来る患者さんは、怪我などで来院さ
れます。
子供さんが来院された時には、両親の言うことを
聞いて兄弟仲良くして家のお手伝いをしようねと
話します。素直に聞いて実行してくれた患者さん
は治りが早く、それ以上に驚くのは勉強や運動の
成績が上がったりすることもあることです。先程
の例から考えれば、怪我をすることで両親の言う
事を聞くことと教えられ、それを実行することで
良いことが起きることを教えられていたんです。
③「失敗は成功のもと」ということもあります。
ある会社で製品開発をしていて失敗の繰り返しか
ら、素晴らしい製品が開発される事も多いですね。
何もなく順調に素晴らしい製品が開発される事は
ないようです。免疫力を高めるためにも、悪い出
来事にくよくよするのではなく、前向きな考え方
をして過剰なストレスを感じないようにしていけ
ると良いですね。

免疫力と足元の関係

コロナウイルスで世界的に大変な状況になってい
ます。免疫力を高めてコロナウイルスに感染しない
ように気を付けて下さいとの報道もあります。
今回は免疫力と足元の関係についてお話をさせて
いただきます。コロナウイルス感染予防につながる
かもしれません。
痛みを早く改善するには免疫力が高い方が良いか
らで、普段から免疫力を高めて健康な身体を作って
おくことが大切です。
免疫力には生活習慣の影響が大きく、免疫力を上
げるにはどうしたら良いか、それは血液循環を良く
して体温を上げることです。そのためには正しい食
生活、質の良い睡眠、適度な運動が大切になります。
体温が1度下がると免疫力は30%下がってしまうと
言われています。
それではどうしたら血液循環を良くできるのかと
いうと、足元を安定させて姿勢を良くしてあげるこ
とが重要になります。姿勢が悪いと血液循環は悪く
なってしまいます。
足指に力を入れて、しっかり地面を踏ん張る、地
面をつかむようにすることで足元が安定し、しっか
りと身体を支えることが出来て姿勢が良くなります。
地面に指がしっかり着いていない浮き指や、親指
が外側を向いている外反母趾になっていると足元が
不安定になり姿勢は悪くなってしまいます。
足元が安定することで、首への負担が少なくなり自
律神経のバランスも良くなり血液循環も良くなります。
それからとても大切なことに、血液循環にストレ
スの影響が大きいと言うことです。
日常生活での「不安」
「悩み」
「怒り」
「恐怖心」
「心
配事」「不平不満」などによって起きる「心の緊張」
からくる精神的なストレス、熱い寒いなどという肉
体的ストレスなど様々なストレスがあります。
ストレス社会といわれる現代においては、ストレ
スを軽減させることはとても重要なことです。
そのためにもストレスに負けない強い身体、強い
心を作ることが大切です。
免疫力を高めるためにも足元を安定させ、心の緊
張を和らげ、心優しく社会の役に立ち周りの人に喜
んでもらえるような生き方をして、健康な生活を送
れるように取り組んでいきましょう！
（広報委員 磯島昌彦）
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団体保険は接骨院経営者の基礎となる保険です！

49周年

塚本工業株式会社
ギフトセンターツカモト

柔道整復師

総合補償制度
総合保険コンサルタント・賛助会員

■茨城県柔道整復師会様
広告原稿 W84×H60.5
アームリ_ ンク株式会社

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２８８０－２
℡
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FAX ０２９－８３４－２５６３

代表取締役 小林 和義
TEL 027-255-3233
URL https://armlink.org

ドローンのことならなんでも承ります！

ドローン産業株式会社
茨城県土浦市大和町７－19
℡

029－834－2560
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水戸プラザホ

