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  フォト・ジャーナリスト片山通夫のメールマガジンは現代時評、ロシア・サハリンの話
 題、編集長のコラムなど多彩な話題満載！
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主な項目
CoverStory [アイスチューリップ]
Oikoの眼　吾孫子観音　阪堺電車　
 読切連載「アカンタレ勘太　４」
宿場町「大垣宿」　神宿る。三国神社の大欅
などなど

──────────────
◇◇現代時評《嘘で固めたコロナ戦線》片山通夫
──────────────
　昔、そう、日本が無謀な戦争をやっていた頃、敵から攻撃を受けて逃げるさまを転進と
称していた。
　例えば「（前略）昨年八月以降引続き、上陸せる優勢なる敵軍を同島の一角に圧迫し激
戦敢闘、克く敵戦力を撃砕しつつありしが、其の目的を達成せるに依り、二月上旬同島を
撤し、他に転進せしめられたり。（後略） 」と 1943年 2月、ガダルカナル島の戦い（ケ号
作戦）における「敗退」を大本営発表で「転進」と表現した。大本営発表（2月 9日 19時）
である。

　そして今世界をおびやかしている新型コロナウイルスとの戦いでも、安倍政権は同じよ
うな愚を犯している。少し海外の状況に目を向けている市民なら唖然としたことがあった。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、休業を余儀なくされている事業者や雇用者
に対する経済的な支援策を巡り、安倍晋三首相は臆面もなく「国際的に全く遜色ない」と
胸を張り、「我が国の支援は世界で最も手厚い」とも言い切った。今月初めのことである。
元検事で弁護士の郷原信郎氏は「安倍首相のウソ、今に始まったことではないが、この状
況でこれだけ露骨なウソはやめてほしい」とツイートした。（この項毎日新聞から）
https://bit.ly/2ykQnaa

　もちろんネット上では非難ごうごうである。「我が国の支援は世界で最も手厚い」とい
う首相の言葉を取り上げて他国と比べる記事も散見できる。無論郷原氏のコメントが正し
い。しかし筆者の知る限り、安倍首相は訂正も撤回も今のところしていない。そしてマス
コミを抱き込んだのか、国民一人当たり 10万円支給するという話も、ずっと以前からあた
かも自民党と公明党、そして自民党議員たちの要望だったかのような言動がこの何日か賑
わせている。
　しかしこれも真っ赤な嘘だ。30万円を条件付きで支給するという案を持ち出したのは政
府と自民党。野党はすでに国民すべてに支給すべしといっていた。
　のど元過ぎればなんとやらで、忘れやすい国民だと安倍政権とそれを取り巻く連中に舐
　めて見られているようだ。
　次に挙げる麻生財務大臣のセリフとともに決して忘れないでおきたい。

麻生太郎財務相は 4月 17日の記者会見で「手を上げた方に 1人 10万円ということになる」
　それじゃ話が違う。首相はそうはいてなかった。
　
　まさに老害以外の何物でもない。
──────────────
◇◇新型コロナウイルス＆地震・噴火 ◇◇ 
──────────────
　各国のニュースサイトを紹介する。
　お時間があるとき、「同じニュース」を我が国と各国そそれを見比べてほしい。

フォーカス台湾　http://japan.cna.com.tw/
CNN         　　https://www.cnn.co.jp/
スプートニク　　https://jp.sputniknews.com/
聯合ニュース　　https://jp.yna.co.kr/
AFP　　　　 　　https://www.afpbb.com/　
BBC　　　　　　 https://www.bbc.com/japanese　

NHK　特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/
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【地震／噴火 頻発】

岩手県沿岸南部にて　最大震度 4の地震が発生
https://www.youtube.com/watch?v=dbIXI_SBxlE

小笠原諸島で M6.9の深発地震　母島で震度 4
https://weathernews.jp/s/topics/202004/181726quake/

茨城県、栃木県、群馬県などで震度 4の地震　津波の心配なし
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2020/04/12/8018.html

【世界のニュース・話題】

独紙「中国のヒット商品はコロナ、習近平はコロナで滅亡する」
https://bit.ly/3bqTXho

「コロナ克服」スーパースターたちが自宅で癒しの歌
https://bit.ly/2VrFUTr

妊婦に「汚れたマスク」を配った日本政府
https://bit.ly/3eEzd87

国境でフランスパン一本釣り！ コロナ禍でも好物はあきらめない、ドイツ
https://www.afpbb.com/articles/-/3279416

「ウイルス拡散防止にマスク有効」　米中チームが米科学誌に発表
https://mainichi.jp/articles/20200420/k00/00m/040/152000c

ニュージーランド、封鎖措置を来週緩和へ
https://www.afpbb.com/articles/-/3279433

米国が激怒。中国「コロナは米軍が持ち込んだ」に猛反撃
https://bit.ly/2XNY57m

災いに乗じ他国攻撃する米国　キューバ、ベネズエラ、イランに対する非人道的措置
https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/16527

武漢ウイルス研究所室長、新型コロナ発生源疑惑を否定
https://www.afpbb.com/articles/-/3279297

独、コロナ「制御可能に」＝二次感染が基準下回る
http://www.newsdigest.de/newsde/news/news/10847-2020-04-18/

大公女アナスタシア生存説を検証する
https://bit.ly/3ctVmUv

新型コロナの流出源？ 武漢研究所を取り巻く疑惑
https://www.afpbb.com/articles/-/3279139

武漢市、感染死亡者を５０％増に修正、過少報告認める
https://www.cnn.co.jp/world/35152570.html

米国の関与問う声　新型コロナウイルスの発源地をめぐって
https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/16418

新型コロナで役割変更、ウィーン名物の馬車が高齢者への食事配達で活躍
https://www.afpbb.com/articles/-/3277884

【台湾情報】

台湾、WHO総会招請の可能性低く 外交部「最後まで努力」
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004200004.aspx

海軍感染者の立ち寄り先を公表 21万人に SMSで注意喚起／台湾
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004200005.aspx
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《台湾・蘇澳鎮、マスクなど防疫物資を石垣市に寄贈 姉妹都市にエール 
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004200006.aspx

《海軍集団感染 蔡総統、制服組トップと会議 医療チームが健康状態を注視へ
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004190006.aspx

台湾、集中検疫所を拡充へ＝軍艦関係者や中国からの帰国者受け入れで需要高まる
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004190005.aspx

WHOが台湾のコロナ対策を称賛 外交部、「完全な形で参加」求める姿勢強調
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004190002.aspx

マスク不足続く日本を、台湾が支援　寄贈されたマスクの数に驚きの声
https://grapee.jp/813950

軍艦内で 3人が感染 関係者約 700人を緊急召喚　制服組トップも自主健康管理／台湾
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004180004.aspx

「台湾の警告なぜ無視」　トランプ氏がツイッターでＷＨＯ批判
https://www.sankei.com/world/news/200418/wor2004180021-n1.html

台湾、観光スポットなどで人数制限 夜市では「食べ歩きやめて」

新型コロナウイルス対策に当たる中央感染症指揮センターは 10日、ナイトマーケットや景
勝地、宿泊施設、寺廟など人が密集しやすい場所を対象に、同日付で人数制限を実施する
と発表し、関連する業者や主管機関、消費者に協力を求めた。
ナイトマーケットや市場、商店街などでは、事業主と消費者それぞれにマスクの着用を義
務付けるほか、各市場や商店街がつくる自治会や連合会に対し、具体的な実施計画の提出
を求める。例として挙げられたのは、出入口を 1カ所にする▽試食の取りやめ▽屋台間の
距離の確保▽行列する人々が距離を保つための標識の設置－など。消費者に対しては、ナ
イトマーケットでの食べ歩きを控えるようにとの呼び掛けがなされた。
http://mjapan.cna.com.tw/news/asoc/202004100008.aspx

マスク実名制が進化 台北市で自販機登場 コンビニ予約も開始へ／台湾
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004120002.aspx

台湾プロ野球、世界に先駆け開幕 雨で延期も中部・台中で仕切り直し
https://www.asahi.com/articles/ASN4D5S9BN4DULFA005.html

欧州の議員 127人、EUや WHOに台湾支持の連盟書簡 外交部が感謝
http://mjapan.cna.com.tw/news/apol/202004110006.aspx

台湾が昨年末、WHOに警告「武漢の肺炎で隔離治療」
https://www.asahi.com/articles/ASN4C728CN4CUHBI01P.html

ＷＨＯトップへの人種差別攻撃、中国の「情報操作」と台湾
https://www.cnn.co.jp/world/35152231.html

WHO、台湾の新型ウイルス早期警告を無視したとする米国の批判を否定
https://www.afpbb.com/articles/-/3278154

台湾の対策本部、WHOに反論　新型コロナ早期警告を否定する姿勢受け 
http://mjapan.cna.com.tw/news/apol/202004110005.aspx

台湾、WHO トップの故郷・エチオピアに長年にわたり協力
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004100003.aspx

台湾人を騙る謝罪文、SNSに続々 正体は中国ユーザー
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004100006.aspx

WHO トップに反撃 米紙に全面広告掲載へ
http://mjapan.cna.com.tw/news/asoc/202004100010.aspx

【南北朝鮮】
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韓国政府、米国・日本と韓国戦争参戦国にマスク支援を検討
https://bit.ly/2wXCGO0

「北朝鮮のプロサッカー選手を送り返せ」…安保理がイタリアなど 3カ国に要請
https://bit.ly/3ex8bPX

北朝鮮「トランプ大統領に手紙送っていない」
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36384.html

［社説］「国民の安全」が「本当の安保」、国防費を削減した補正予算は正しい
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/36376.html

北朝鮮も出し抜けに非難「江南は腐敗・麻薬・賭博の巣窟」
https://bit.ly/2KkPvVF

韓国政界で災支援金の全国民支給案が“急浮上”
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36256.html

新型コロナ重症患者に「完治者の血しょう」を投与し、初めて治療に成功
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36260.html

「コロナショック」の波及阻止へ　韓国政府が大型輸出支援策
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200408003400882?section=economy/index

１０日開催予定の北朝鮮最高人民会議　新型コロナで簡略化か
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200407002400882?section=nk/index

新型コロナの支援物資　北朝鮮に到着＝国境なき医師団
https://mypage.mag2.com/

元挺身隊員支援団体の活動紹介する書籍　韓国で翻訳出版 
https://jp.yna.co.kr/japan-relationship/index

【壊れ行く日本】⇒もう何でもあり・・・・

安倍首相は裸の王様 朝日マスク揶揄で見えた官邸機能不全
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272111

安倍首相は「裸の王様」 朝日“3300円マスク”揶揄で見えた官邸の機能不全
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272111

不評アベノマスクまた誤算…ネットやリアル店舗で供給回復
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/272081

岸田文雄政調会長が「自民党が当初から訴えてきた 10万円一律給付を、総理が決断しまし
た」ときたよ。三原じゅん子議員は 10万円一律給付を「国民、そして私たち党内の声が、
やっと届いた！」ってんだね。減収世帯 30万円給付を進めてきた連中がこの変節なんだ。
こんなクズ揃いのコロナ対策を信じろって？　立川談四楼

自民党、改憲論議を「強行」
https://this.kiji.is/621168423787545697

【コロナ騒ぎニッポン】

さながらバンザイ突撃 この政治家と専門家では収束不可能
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272115

菅氏、妊婦向けマスクの汚れは「調査中」　世帯向けは「確認の上で配布」
https://mainichi.jp/articles/20200420/k00/00m/040/094000c

国民の命よりカネに固執して遅れた五輪延期の判断。延期でも経費はさらに倍増。東京五輪は亡国への道＜本間
龍＞
https://hbol.jp/217234

コロナよりも悪質 国賊・安倍晋三は確実に“死に至る病”だ
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272037

1兆円「休業補償でなく企業支援という形で」西村担当相
https://www.asahi.com/articles/ASN4D5S9BN4DULFA005.html

まるで竹槍持たされて本土決戦に臨む戦争末期の日本と同じ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/271603

理髪店めぐり混乱…小池知事「国と調整中」見切り発車の罪
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/271588

─────────────
【著書案内】

《サハリン逍遥》　片山通夫写真集

　サハリン残留朝鮮人の取材のため１５年間サハリンに通った写真家が自
然や人々の暮らしを折にふれて撮りためた素顔のサハリン。さり気ないア
プローチでとらえた被写体にユーモラスな文章をそえた魅力的な写真集。

群像社刊　モノクロ 152ページ、予価 1800円+税

群像社サイトからお買い求めいただけます！！
http://gunzosha.cart.fc2.com/ca8/198/p-r-s/

サハリン逍遥が電子ブックになりました！
http://www.shinanobook.com/genre/book/3775
──────────────
「追跡！あるサハリン残留朝鮮人の生涯」 片山通夫　著

日本の植民地統治が生んだ一家離散「二重徴用」「急速転換」
「樺太への逆密航」を語る貴重な証言！！

凱風社 刊　http：//www.gaifu.co.jp/index.html

定価　１９００円＋税
──────────────
◆編集長から：片山通夫
──────────────
　最初に。私の不注意で一通の読者からいただいたメールをなくしました。先週の号外に
　再送をお願いいたしましたところ、さっそくメールをいただき、BBC放送の URLの間違い
もご指摘いただきました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいた
します。

　既報のように、台湾はプロ野球も開幕、観光も再開したようです。そして２０２０年４
月１６日、台湾が２００万枚ものマスクを日本に寄贈したことを産経新聞が報じました。
https://grapee.jp/813950

　わが政府の対応のふがいなさを嘆き怒るばかりではなく、世界の人々の厚意に感謝した
いものです。

　《政府が 16日に国会に提出した第 2次補正予算によると、7兆 6千億ウォン(約 6700億円)
規模の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)緊急災害支援金の財源を用意するために、今
年の国防予算 50兆 2千億ウォン(約 4兆 4000億円)から 9047億ウォン(約 800億円)を削減する
ことにした。F35A戦闘機や海上作戦ヘリなど外国製武器の購買予算の中から契約や試験運
営が遅延している事業の支出を主に減らす方針だ。

↑　この記事はハンギョレ新聞（韓国）の記事の一部だ。
　　http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/36376.html
　　
　今の我が国政府では想像を絶する措置だろうと思う。米国製の兵器の購入を削減するよ
うである。記事の見出しは「国民の安全」が「本当の安保」。　　
──────────────
発行　  ２０２０年４月２１日　No.９４７
発行　　毎週火曜日　　購読料無料
FB　　https：//www.facebook.com/michio.katayama.5
配信 まぐまぐ配信システム ID：0000052236
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  contact us http：//www.609studio.com/html/mailform.html
  website  http：//www.609studio.com/
投稿　　 http：//www3.ezbbs.net/06/609sdio/
購読 解除　http：//archive.mag2.com/0000052236/index.html

◇禁・無断転載◇
──────────────
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