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４月２０日現在
子 ど も 会 員 ：１８７人
正 会 員 ： ３７人
賛 助 会 員 ：２３５人
３２団体

宇宙飛行士(たに あきと)
レストランのコックさん(すみい あんず)

パン屋さんになりたい
(ひうら りんこ)
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春だというのに、新型コロナウイルス関連報道
で、ちっとも気分が晴れない今日この頃。みなさん
いかがお過ごしですか？YYY は今年度事業のメド
がたたず、連日、首脳陣がなにかできることを…と
頭を抱えながら模索しているところです。こんな時
だからこそ、楽しく乗り超えられる…みたいなこと
を考えたい！しかしながら、気分が落ち込んでいる
ときには、なかなか名案も浮かばないものです。
ホントに、自分でコロナうつなんじゃないかと思
うくらい、気が滅入ってます。春なのに、何のイベ
ントもできない、どこにも行けない…。今の状況で
は仕方のないことですが、政府をはじめとする自治
体の対応が後手後手で、イライラ MAX です。
そもそもクルーズ船以外の感染者が出た時点で、
速やかに対応できなかったのでしょうか？他国で
評価されているようなやり方、「ちゃんと補償する
から、動かないで！」的なことには取り組めなかっ
たのでしょうか？ここ 2～3 週間がピークと言っ
て、3 月 2 日から自粛要請していた間に、軽症者や
無症状者の隔離先を確保するのは難しかったので
しょうか？民間のホテルの協力が、たとえ得られな
かったとしても、それぞれの自治体には、公共施設
なるものもあるじゃないですか？今回の事態は、ま
さに災害と同様。公共施設をそのような形で使用が
難しいのなら、仮設住宅を作るなどの方法もあると
思われますが、いかがなものでしょう？
国も地方もエリート行政マンや当選された議員
様が切り盛りされているのだから、一般人が思いつ
くようなことは、一度くらいは試みられたんでしょ

うね。本県に
は、自分ルー
ルで選挙運動
をされたあげ
く、現在戦力
外通告された
夫妻もいらっ
しゃいますけ
れど。でも、
取り組もうと
思うと、どの
お金を出すの
か、どういう
手順でするの
か、誰が責任
を取るのか…などなど、難しいことや面倒くさい手
続きとかがあって、直ちにどころか、全く動けなく
なってしまうんですよね。
そういえば、2004 年、有事関連 3 法案なるもの
を無理やり成立させた際には、有事、有事…と必要
以上に有事を連呼されていたことが懐かしく思い
出されます。まさに、今がその有事です。もう少し、
リーダーシップを発揮して、ドイツや台湾、韓国の
ように、素早く対策を講じれないものか、と思って
いる人は多いのではないでしょうか？
こんな中、ワイドショーにずーっと話題を提供し
てくれているのが、THE NEWSPAPER でお馴染み
「アッキー」こと安倍昭恵夫人。宇佐神宮に参拝し
てみたり、お花見したり…と。実は彼女、本当はめ
っちゃ賢い人で、夫が早く総理をやめるようしむけ
るために、わざと、いろんなことをやらかしてるん
じゃないかと。
（笑）そんなしょーもないことを妄想
しながら、このコロナ自粛の状況をなんとか乗り切
りたいと思います。

アフタフ・バーバン関西の Facebook で
紹介されている、学童や家庭ででき
るあそびを紹介！！
「ぬ」を探せ！
さがしたら鉛筆で〇
紙に書いてやって
みてね！
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めめめめめめめめめめめめめめ
めめめめめめめめめめめめめめ
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「る」と「ろ」
「日」と「目」
「は」と「ほ」
などおもしろいよ！

vol.16

～緊張の東京から～
今回は、東京のリアルな様子と、わたしの近況を
レポートします！(4 月 5 日時点)
新型コロナの恐怖は、中国で就職した友だちが年
始からずっと注意喚起してくれていたのですが、そ
の時にはこの状況を予測できなくて「まぁ、大丈
夫！」とのんきに構えていました。ただ、日本でも
感染が拡大するにつれ、観光地からは人が消え、お
店も閉まっています。東京にいる肌感覚としては、
毎日が「非日常」という感じ。正直かなり怖いです。
私の会社も、一斉休校の時には会社で従業員の子ど
もを預かったり、テレワークを推奨するようになっ
たけど、急な事態にネット環境や人員調整も整いま
せん。例えば、家に仕事を持ち帰ると情報漏えいの
リスクがあるし、電話対応・お金の処理をどうする
か？など、様々な問題が解決しないのです。結局な
かなか休めず、満員電車で会社に向かっています。

ら、生の声を聞ける友達がいます。その子たちの「目
を借りて」状況をみると、NZ では 1 ヶ月ほど外出
禁止令だと言うし、看護師さんは毎日大量の患者さ
んが来てパンクしているからロックダウンした方
がいいという一方で、自営業の子は「緊急事態宣言
で事業停止命令が出たら、会社は 2 ヶ月持たない。
この状況は、立場が違うとかなり見え方も違う気 その方が怖い」と言っています。生活が違うと、も
がします。幸い、私には今までの経験を通して、中 ちろん意見も違います。それぞれを尊重できる方法
国・ニュージーランド(NZ)・アメリカなど世界中に、 があればいいけど、それはすごく難しい。
私はこういう時、1 つの物事を自分の視点以外か
また医療関係や教育現場、自営業など様々な立場か
らも捉えられることは重要だと思っていて、色んな
友だちがいてくれて良かったなぁと身に染みてい
ます。
そんな私は、この外出自粛の機会に、家の大掃除
や、グリーンスムージー作りにハマっています！み
んな我慢して頑張っている時期なので、少しのこと
でイライラしたり余裕がなくなったりするけど、
「自分の機嫌は自分で取る」ことはすごく大切。一
刻も早い収束を願って、今日も新しいスムージーを
作ってみます！ワクワク。

アフタフ・バーバン関西の Facebook で紹介されている、学
童や家庭でできるあそびを紹介！！
この遊びを発案したと

トランプをひとつ用意して、裏向きの山を真
ん中におきます。
1 人ずつカードをめくるのですが、
めくる前にその色が「赤」か「黒」かを宣言し
てめくります。当たればもらって続けます。
はずれれば次の人に交代。
最後に一番多い人の勝ち。これだけです。

き、しおりちゃんという
子が 6 枚連続で当てた
のだそう！歓喜の声が
あがり、「奇跡のしおり」
というゲーム名になっ
たそうです(笑)
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文系ライフ～
コロナウイルスが猛威を振るっていますが、皆さ
んはどうお過ごしでしょうか。私は外出を最低限に
抑えて家で自粛生活を送っています。大学の入学式
も新入生歓迎会も丸潰れ、一番羽を伸ばせる春休み
には家籠りという状況を思うと、本当にコロナが憎
いです。中でも大変なのが、オンライン講義！パソ
コン買いたての初心者にとっては操作が複雑な上、
単位に必要なため避けては通れません。4 月中旬に
始まったばかりなので、まだ 4 回分しか受けていま
せんが、既に先が思いやられる状態です……。
これまでの講義は、どれも先生方が大学のサイト
に載せて下さる動画を見て自習学習をする、という
ものでした。ここまでならパソコン初心者でもでき
るのですが、複雑なのは単位に最も重要な、課題の
提出です！昨日も提出方法が分からずパソコンと
にらめっこすること 3 時間。いつかは慣れるのかも
しれませんが、当分は苦戦しそうです。また、画面
を長時間見たためか目や頭が疲れた感覚もありま
した。

しかし、悪いことばかりではありません。作業は
私だけでなく多くの人にとっても複雑なものだっ
たようで、何人かのクラスメイトからラインが送ら
れてきたのです。課題の提出方法も講義の受け方
も、一人で悩めば不安で仕方ありませんが、皆で助
け合っていれば安心できました。やり取りの中で、
同じ講義を受ける人や気の合いそうな人も見つか
って、学校再開がますます待ち遠しくなりました。
同時に、コロナにかかってたまるか！と思い直しま
した。
テレビをつけると暗いニュース、心無い言動をす
る人々ばかりが目につきますが、こんな時だからこ
そ、コロナ明けにしたいことや楽しみなことも考え
てみてはいかがでしょうか。トンネルの向こうの光
やコロナにかかるまいという意志が、退屈な自粛生
活に明るさをもたらしてくれると思います。
(あかり)
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レッツ「農耕」接触～！
こんにちは！「黒瀬みのり農園」をしている週末
ファーマーの町田です。新型コロナウイルスが世界
中で猛威を振るっています。国内でも感染拡大がな
かなか止まりませんね…(4/14 現在)
実は農業の世界でも、ある特定の病原菌や害虫が
大流行(大発生)することがしばしばあります。
そもそも農業は、人間にとって有用な(多くの場合、
食料として利用する) 特定の作物を高密度で育てるの
で、その作物が大好きな虫や菌にとってみれば「楽
園」のような環境を生み出します。近代化された農
業では、大規模に単一の作物だけを化学肥料をたっ
ぷり与えて！速く多く収穫することを目指すので、
害虫や病気の大発生のリスクはますます高まりま
す。そのために農家は農薬を使って対抗しているの
です。でも、今回新たなウイルスが発生したように、
農薬を使えば使うほど、農薬が効かない新しい(抵抗
性を持った) 病気や虫が発生しやすくなり、さらに多
くの農薬・新しい農薬が必要になるという悪循環が
繰り広げられている状況です。

高校生が
マジでおすすめ！

ちかちか文庫 コレクション
三度の飯より本が好き！あなたに絶
対読んでほしい本をご紹介。大人も子
どもも愛読書が見つかりますよ。

コロナウィルスで大変な、こんな時こそゆっくり
本を…(^^) 今回は、髙田郁さんの『銀一貫』を紹介
します。ん？聞いたことがある作家さん…と思った
方、さすがです(笑) そう、以前書いた『みをつくし
料理帖』の髙田さんです！この本もイイですよ～！
安永(1778 年)、大坂の町、天満。寒天問屋、井川屋
で慎ましく商いを守る和助は、ある重大な誓いを立
てていた。それは大坂町民の心の拠り所である天神
さんに銀二貫を寄進すること。ひと月前の大火によ
って天満宮が焼けたため、和助は貸付先を回り銀二
貫を集めた。しかしある日、和助はその寄進のため
の銀二貫で、ある侍の仇討ちを買ったうえに、仇討
ちにあった侍の息子を松吉として丁稚に迎えた。寄
進をふいにした和助の行いは、
「始末、才覚、神信心」
の 3 つが、日々の要となる心がけである大坂の商人

この状況を解決するキーワードのひとつは「多様
性」です。田畑にできるだけたくさんの生きもの(虫
たちや草花はもちろん、目に見えない微生物も含めて！) が
いることで、特定の虫や菌が大発生するリスクは著
しく下がります。私の農園でも、多様性、つまり「生
きもののにぎわい」を重視するようにしています☆
さて、どんな状況であろうと農家は未来のために土
を耕し、種をまかなければなりません。ということ
で？5 月 30・31 日の土日に「田植えイベント」を
開催します！(感染予防に最大限配慮します。) 初めての
方やお子さんも大歓迎ですので興味のある方はぜ
ひ遊びにいらしてくださいね。
お申込みはメール、又は農園 Facebook ページ(黒
瀬みのり農園で検索 ) のメッセージにて m(_ _)m
Mail：kuroseminorinouen＠yahoo.co.jp
として、本来許されるも
のではなかった。しかし
和助は、例え時間がかか
っても必ず銀二貫の寄
進をすること、そして松
吉を一人前の商人に育
て上げることを天神さ
んに誓ったのだった。
松吉は和助の見込み通りいい商人に育っていく。
しかし、彼らの前にいくつもの問題が立ちはだか
る。そんな中、松吉はある娘と約束を立てる。自分
のために使われた銀二貫をお返ししたいと精進す
ると同時に、新たな夢を追いかけていく。
度重なる災難に負けない大坂の商人たち。にぎや
かで暖かな人の繋がりにはぐっとくるものがあり
ます。そして何より、この「銀二貫」をめぐって揺
れ動く展開に目が離せません。私は本を開いてから
休憩も挟まず一気に読みました！時代小説ですが
とても読みやすい！「仇討ちを買う」という言葉も
読んでみれば分かると思います。
さあ、和助たちは「銀二貫」を天神さんに寄進で
きたんでしょうか？そしてあのお侍さんに払った
「銀二貫」はどうなったんだろ！？ぜひ読んでみて
ください(^^)
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看護師さんになりたい。
(ほり ひかり)

アイスクリーム屋さんになりたい。
(よしずみ さゆみ)
心配いっぱいだけど、
信じてみまもるゾ！(by 母)

美容師さんになりたい。
(たかやま なお)
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