
────────────────
【609 Studio】email newsletter>　２０２０年４月２８日　No.９４８
────────────────
  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、Lapiz編集長・井上脩身氏のコラムなど多彩な話題満載！

購読無料！                          
────────────────
＊＊＊Lapiz2020春号　3月 1日発行＊＊＊
https://lapiz-international.com/

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
─────────────
【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
──────────────
◇◇現代時評《コロナ克服五輪の欺瞞》井上脩身
──────────────
　１年延期して開催される東京オリンピックについて、安倍晋三首相は「新型コロナウイ
　ルス感染症に打ち勝った証しとする」と述べた。オリンピック誘致のため、「フクシは
統御されている」と大見えを切り、「復興五輪」のアドバルーンをあげた当人が、「コロ
ナ克服五輪」に切り替えたのである。福島第一原発の廃炉の見通しはたっておらず、「統
御」はまったくのウソであることは明かだ。では新型コロナウイルスに打ち勝てるのか。
新興感染症は熱帯林の伐採などの環境破壊が関係しているというのがウイルス学の常識だ。
八ッ場ダム建設に見られるように、自民党政権は環境を破壊し続けてきた。新型ウイルス
に打ち勝とうと本心から思うならば、その根本姿勢を変えなければならない。
　新型コロナウイルスの感染が世界的に広がるなか、東京オリンピック・パラリンピック
の実施について、安倍首相は３月２４日、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のトース・
バッハ会長と電話で協議し、「１年程度の延期」でまとまった。この発表会見で、首相は
「今後、人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証しとして、完全な形で東京オリ
ンピック・パラリンピックを開催する」と誇らしげに語った。

　五輪延期決定以前、安倍首相は全国の小中学校、高校、特別支援学校に対して一斉休校
を要請した以外に目立った新型コロナ対策を打ち出していない。首相にとって焦眉の急は
コロナでなくオリンピックだったのであろう。延期開催が決まってからようやく重い腰を
上げた。「コロナに打ち勝つ」と口走った以上、成果を出さねば、と焦ったのであろう。
４月７日、「大都市を中心に感染者が急増している」として緊急事態宣言を発令。東京、
大阪など７都府県を対象に、５月６日までの１カ月間、「食料品の買い出しや仕事を除く
外出自粛の要請」などを知事が行えることになった。この発令にともなう記者会見で安倍
首相は「人と人との接触機会を最低７割、極力８割削減できれば２週間後には感染者を減
少に転じさせることができる」と述べた。

　４月７日現在の国内の感染者数（カッコ内は死者数）は東京１１９５人（３１人）▽大
阪４８１人（４人）▽神奈川２８９人（７人）▽兵庫２２９人（１２人）▽福岡１９９人
（１人）など、計５１５２人（１０９人）。
４月２１日の感染者数は東京３３０７人（８１人）▽大阪１３４９人（１３人）▽神奈川
８１２人（２０人）▽兵庫５４３人（２２人）▽福岡５４１人（１２人）など、計１万２
２３９人（２９３人）。発令後の２週間で東京、大阪など大都市で３倍に、全国では２倍
に増えた。

　安倍首相はこうした感染拡大をうけて、４月１６日、緊急事態宣言の対象地域を全国に
拡大することを決定。併せて全国民に対する現金１０万円の支給を表明するとともに、改
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めて「接触８割減」を呼びかけた。地域によっては８割削減目標がほど遠かったからであ
る。
　安部首相は８割削減に協力しない国民の方が悪い、と内心思っているのであろう。しか
し佐藤彰洋・横浜市立大教授の研究によると、新規感染者が減るには、人と人の接触が東
京で９８％、大阪で９６％減らなければならないという（４月８日付毎日新聞）。そもそ
も８割減では大きな効果は上がらないのである。収束の見通しが立たないなか、医療現場
はいま崩壊寸前のがけっぷちに立っている。

　世界に目を転じると、４月２３日現在、世界全体では２６３万人が感染し、１８万５千
人が亡くなっている。「打ち勝つ」どころか、とっくに新型コロナウイルスに敗れている
のだ。人類は第二次世界大戦以来最大の危機に直面しているのである。

　なぜ新型コロナウイルスによる感染が起きたのであろうか。
　ＷＨＯは新型コロナウイルスについて「コウモリを病原巣とする可能性が高い」として
いる。コウモリといえば、死者が１万人にのぼったエボラ出血熱のウイルスの自然宿主も
コウモリとみられている。今やウイルスにとりつかれたコウモリは人類を脅かす存在なの
だ。

　生物多様性保護の科学者団体「エコヘルス連盟」は「新興感染症の７５％は動物に起源
があり、森林破壊によって本来の生息地を追われた動物が人里に押し出されて病原体を拡
散させるようになった」と指摘。米国の専門誌エンバイロンメンタル・ヘルス・パースペ
クテイブスが２０１２年、ヨーロッパの３０カ国の専門家を対象に「農地の拡大、森林伐
採などの環境破壊や地球温暖化が、感染症の発生や拡大に影響を与えると思うか」と尋ね
たところ、半数以上がイエスと答えた（石弘之『感染症の世界史』角川ソフィア文庫）。
新興感染症の背景に環境破壊があるとなるとことは重大だ。コウモリによる災難というよ
り、人間自身による人災だからである。洪水などの自然災害の裏に異常な森林伐採という
人災があるのと同じ構造なのである。
　洪水が起きる度に大型の堰を造るなどの土木事業が行われてきたように、政府はワクチ
ン開発を進めている。そのワクチンによって、数年後には新型コロナウイルスの感染を終
息させることができるかもしれない。だが堰をいくら造っても洪水被害がなくならないよ
うに、いずれウイルスは形を変えて人類を襲うに違いない。
　安倍首相は４００億円以上もかけて全世帯に２枚の布マスクを配布している。マスクが
感染予防にどれほどの効果があるかはともかく、首相としてこの程度の対策しか思い浮か
ばないのは、ウイルスについての知識が全くないことの裏がえしであろう。「新型コロナ
に打ち勝つ」というのは傲慢というより、無知というほかない。来年、オリンピック・パ
ラリンピックが開かれるころ、「新型コロナに打ち勝つ」がウソであることが誰の目にも
明らかになっている可能性は決して低くない。
──────────────
◇◇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」を我が国と各国の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/

【今週のトピックス】

マスク調達は予算額より少ない 90億円に収まる＝菅官房長官
https://twitter.com/ReutersJapan/status/1253540673665380352?s=09

　何それ？26日午前現在、マスクを受注したはずの 4社目の名前が出てこない。
　
→マスク製造元に関して、福島瑞穂氏の問い合わせに厚生労働省が 21日に回答。受注企業
が興和、伊藤忠商事、マツオカコーポレーションの 3社で、契約金額を合わせると約 91憶
円であることが判明した。では、不良品を納品した企業はどこか？ 随意契約なのか？ 布
マスク配布総予算約 466億円と 3社の製造費約 91憶円との、約 375億円の巨大な差額はすべ
て日本郵政の郵送料なのか？
引用　https://iwj.co.jp/wj/open/archives/473448

【台湾】
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WHO事務局長の辞任求める署名、100万人突破 台湾排除も批判の的に
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004250001.aspx

「台湾を正式に WHOへ」 日本在住の台湾人医師らが共同声明
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/202004250004.aspx

台湾、国際貢献への意欲を動画でアピール
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004240008.aspx

「N95」マスクの重要技術を開発 台湾人研究者、感染防止へ貢献続ける
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200424-00000003-ftaiwan-cn

偽 Made in Taiwanマスク、日本で流通？　台湾は輸出否定「人助けはするが商売はしな
い」
https://www.j-cast.com/2020/04/24384950.html

軍艦集団感染 蔡英文総統が謝罪「決してかばわない」
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004220003.aspx

台湾主導の研究チーム、新型コロナ治療の鍵となる抗体を発見
http://japan.cna.com.tw/news/aeco/202004090001.aspx

【南北朝鮮】

鼻を覆うかあごを覆うか、配布を続けるのかやめるのか…「アベノマスク」のジレンマ
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020042580020

北朝鮮にミサイル発射兆候と韓国報道
https://this.kiji.is/626763540040238177

韓国、PCRキットの提供検討　日本から「要請」が前提
https://www.asahi.com/articles/ASN4T61JGN4RUHBI00S.html

米当局者「金正恩氏、元山で歩いている姿を確認」
https://bit.ly/2VY937F

韓国版「ニューディール」推進　５０万人の雇用創出を＝文大統領
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200422004000882

米軍高官、金正恩氏の健康不安説を確認も否定もできず
https://jp.sputniknews.com/asia/202004237387960/

米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
https://bit.ly/2Y4Ntks

トランプ氏「ＣＮＮの金正恩報道は誤ったもの…古い記録に基づくものだと聞いた」
https://s.japanese.joins.com/JArticle/265238?sectcode=500&servcode=500

大統領府、突然の「金正恩重篤説」に「北朝鮮に特異動向見られず」
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36409.html

正恩氏の健康悪化説　「特異動向なし」の立場変わらず＝韓国大統領府
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200422003400882

【中国】

中国、北朝鮮に医療専門家などのチームを派遣＝関係筋
https://jp.reuters.com/article/northkorea-politics-idJPKCN22703T

中国で甲殻類に感染する謎のウイルス蔓延、人間への被害も懸念
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200425-00000006-pseven-cn

【日本】

立川談四楼ツイート
https://twitter.com/Dgoutokuji
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安倍政権は次々と疑念を抱かせる。汚れで配布停止に追い込まれた妊婦用マスクの受注企
業名だ。厚労省は「興和、伊藤忠商事、マツオカコーポレーションの 3社プラス 1社」とは
言うが、プラス 1社の名を頑なに明かさないんだ。なぜ？何が不都合？とは誰しも思うこ
とで、さあどんな嘘をでっち上げてくるか。

独自の動きを見せる自治体が目立つ。政府の指示に従っていたら危険だと気付いたからだ。
さあ知事や市区町村長は命と経済のどちらを守るべきなのか。緊急時に二つに一つを迫ら
れ、同時にその理念と資質が可視化されるのだ。だから有権者はじっくり見定めよう。
(命があったら)次の選挙に備えるためにだ。

都内でまた買いだめ集中「小池発言」にスーパー現場の憤り
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272430

平野啓一郎氏が危惧「お前、誰やねん？」首相動かす官邸官僚の存在に問題提起
https://www.daily.co.jp/gossip/2020/04/23/0013292276.shtml

アベノマスク隠された「残り１社」に疑念噴出「怪しすぎ」「利権絡み？」「胡散臭い」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200424-00000135-dal-ent

家に帰れない少女向け施設へ…自民・馳衆院議員ら 10人以上で『密視察』 勝手に撮影し
ブログ等に
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200424-00002274-ishikawa-l17

マスク調達は予算額より少ない 90億円に収まる＝菅官房長官
https://twitter.com/ReutersJapan/status/1253540673665380352?s=09

女性は時間がかかる」、「買い物は男性が」…大阪市長の発言、海外でも話題
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200425-00257067-wow-kr

囁かれる安倍首相の「コロナ辞任」…第 1次政権末期に酷似
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272374

「アベノマスク」調達も謎だらけ　公開情報わずか、発注枚数や単価さえ分からず
https://this.kiji.is/626313392311256161

コロナと闘う医療者に感謝の気持ちを　東京ディズニーランドのシンデレラ城が青い灯に
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202004257396191/

【その他の地域のニュース・話題】

焦点：プーチン氏に試練、コロナが経済直撃　高まる民衆の不満
https://jp.reuters.com/article/russia-coronavirus-putin-idJPKCN2250E2

新型コロナウイルス 治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】（4月 24日 UPDATE）
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/17853/

大統領府、突然の「金正恩重篤説」に「北朝鮮に特異動向見られず」
https://www.bbc.com/japanese/52422234

アフリカはワクチン実験場ではない　仏医師らの提案を WHOが非難 
https://www.bbc.com/japanese/52194771

集団礼拝も、日没後の食事の集まりも禁止… 異例のラマダン始まる
https://www.afpbb.com/articles/-/3280205

巨大小惑星が来週地球に最接近、まるでマスク着用？　レーダー画像
https://www.cnn.co.jp/fringe/35152914.html

【地震／噴火 頻発】

埼玉県・茨城県・群馬県・千葉県・栃木県で震度 4の地震発生
https://weathernews.jp/s/topics/202004/260949quake/?fm=sw&fmdotop=1

岐阜県・長野県で震度 3の地震発生
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https://weathernews.jp/s/topics/202004/260222quake/

────────────
「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
──────────────
　時折目にするニュースに東京オリンピック開催のことがある。ＩＯＣのホームページに、
安倍首相が 3000億円だかの費用負担を了承したとか。慌てて政府はそんな合意はないと打
ち消しに必死。ＩＯＣのページからはその項が消えた…。

　アベノマスクを全国の世帯にばらまく予算が４６６億円。ところが不良品続出で、配布
を中止しなければならなくなった。商社などは全品引き取る羽目に陥ったことは言うまで
もない。すると２４日の官房長官の記者会見で「実は９０億円しかかからない」って話。
　最近凋落の一途を辿る安倍首相と溝があるかに見える菅官房長官のパドルなのかも知れ
ない出来事だった。ただ筆者が知っている限り、２５日朝現在国内マスコミはこのことを
伝えていない。このことを伝えたローター電を読んだＳＮＳの投稿者が盛んに伝えている
だけである。
　https://jp.reuters.com/article/suga-mask-idJPKCN2260FD

　凋落の一途を辿る安倍首相。まともなアドバイザーを持っていないようで、マスク二枚
で「全国民に布マスクを配れば、不安はパッと消えますから」。首相にそう進言した馬鹿
な官僚がいたようだ。
　でたらめな予算の使い方が発覚したこの一件が発端となって安倍内閣は瓦解する可能性、
が高くなってきた。
　己が命と引き換えになるかもしれないコロナウイルスとの戦いにまで、国家予算をごま
かす政府を正さなければならないことは明白。

　それでもなお死ぬ危険を承知で安倍政権を支持しますか？
──────────────
発行　  ２０２０年４月２８日　No.９４８

発行　　毎週火曜日　　購読料無料
website  http：//www.609studio.com/
FB　　https：//www.facebook.com/michio.katayama.5

配信 まぐまぐ配信システム ID：0000052236
メールマガジン登録・解除　https://www.mag2.com/m/0000052236.html

◇禁・無断転載◇
──────────────
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