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　私は健康促進のため、３年前よりフィットネ
スクラブに通っています。
　昨年４月に緊急事態宣言が発令された時、ス
ポーツジムは感染の恐れがある三密で危険や環
境という報道が一気に拡散し、ここ鳥取市でも
フィットネス関連施設が休業を余儀なくされ
ました。その後、６月より再開されましたが、
フィットネスクラブに対する風評が根強く、行
くこと自体が悪の所業みたいなことを各方面か
ら言われ、中には家族の反対もあり、利用を控
えたという人が何人もいました。
　しかし、実際に来ている人達を見てみると、
皆さん使用した機器類はその都度、使用した人
がぺーバータオルに除菌スプレーを吹きかけて
除菌している姿を見るにつけ、風評被害の恐ろ
しさを痛感すると同時に、どうすればこの現状
を皆さんにお伝えすることが出来るのかと考え
させられた出来事でした。

　その時、鳥取ライオンズクラブの目的や活動
が一体どれだけの人に伝わっているのかと思
い、周りの人に片っ端から聞いて回りましたが、
何と誰一人として鳥取ライオンズクラブの活動
を知る人がいないどころか、ライオンズクラブ
自体何をやっている団体なのか認識されていな
いことに驚きを覚えました。
　やはり自らも積極的に発信し続けてていかな
ければ、ますます尻つぼみになるでしょう。
　皆さん、出来る事から始めましょう。
　　 “一日一回、鳥取ライオンズクラブＨＰを

クリック”でトップページのトップ
　　 “一日一人、鳥取ライオンズクラブＨＰを

見てもらう運動”で普及アピールを
　　　 １年間で365人×20名＝7,300人に知って

もらうことが出来ます！
　皆さん、気が付いた事や要望をどしどし上げ
て、ＨＰをアップデートしていきましょう。

コロナに思う
会　長　福　家　成　夫　

　2020年１月全世界に広がりはじめたコロナウイ
ルスも今日では既に157百万人が感染し、約330
万人の死者数となりましたが変異株も流行しつ
つありますので、これからも増えていくだろう
と思います。ただワクチン供給も始まり徐々に
いきわたっていくでしょうから感染者数も抑え
られるだろうと期待をしているところです。
　考えれば人間が社会生活のなかで行っている
コミニュケーションの方法（会話・食事・娯楽
など）で感染してしまう感染率の高いウイルス
ですが、一方地球温暖化により北極や南極の氷
が溶けだしてその時に封じ込まれていた何万年

前かのウイルスも再び地球上に現れてきている
との専門家の話もありました。数年前より各国
が省エネを謳い自然力（太陽光・太陽熱・地熱・
風力等）の利用を進めていますが、すべての国
が一斉にとはいかずなかなか難しいようです。
また最近発生している予想外の自然災害もその
内の一つではないでしょうか、まだまだ関連の
あるその他の事象もたくさんあると思います。
これからも人間社会が平穏無事に暮らしていけ
ることを望んでいますが、今日まで行われてき
た自然に対する乱開発や公害など地球温暖化の
要因とされる事案に対応していくことしかない
ように思います。どのようにすれば「地球にや
さしい」のかは難しく結論がすぐ出てくること
でもありません。ただこれから、我々の子孫に
影響のない世界がくることを願うしかありませ
んが、どちらにしても簡単に解決できることで
はなく時間も費用も膨大に掛かることだけは間
違いないと思います。

　　新型コロナウイルスで考えさせられること
　　中　尾　大　蔵　



— 3 —

　コロナ禍での自粛生活も慣れてきた今日この
頃ですが相変わらず弊社も感染者が毎日のよう
に発生し地域によっては在宅勤務を余儀なくさ
れている支社も増えています（鳥取支社所属の
感染者はゼロ）。人との接触が制限されると仕
事そのものに及ぼす影響は計り知れず致命的で
あるといっても過言ではありません。一日も早
いコロナ終息を願うばかりです。
　先日竹中平蔵氏の講演会に参加し過去のパン
デミックからみた今後の社会の変化についてお
話がありました。パンデミックには２つのこと
が断言できる。
１、パンデミックは必ず終息する。
２、パンデミック後は世の中が変わる。

　14世紀ヨーロッパで発生したペストの流行で
教会主導の封建体制が崩壊したこと、19世紀の
スペイン風邪の流行は第一次世界大戦の収束を
早めた要因の１つとのことでした。今回のコロ
ナはどうでしょうか。業界内ではＤＸ化が進む
と言われ弊社でも非対面による保険商品のご案
内や申込手続きを手掛けるように努めていま
す。営業職員も慣れない機械操作に悪戦苦闘し
ていますが新しいアイデアや工夫が生まれ仕事
がし易くなったとの声も聞こえます。ピンチを
チャンスに変える。今リーダーに求められるこ
とはパンデミック終息後を見据えた経営戦略で
あることだと痛感しています。共に乗り越えま
しょう。

コロナに思う
　　八　矢　一　城　

　昨年の初めから突然現れてみるみるうちに日
本をはじめ世界中に広がってしまっています。
　私もマスクもして手洗いもして人との間隔も
明けて十分に対策したつもりでしたが、県外の
会議に参加したときに感染してしまいました。
　私の周りには感染者もいなかったので何処で
感染したのか全く分かりませんでした。私の時
は幸いにあとは誰も感染しなかったことが何よ
りでした。
　思ってみるに私も感染したものの１日だけ
38.5度の熱が出て２日ほど少し頭が痛かっただ
けで他の症状は全くありませんでした。治療と
いっても１日だけ解熱剤をもらっただけであと
は何も治療はありません。病院からは体力勝負
ですといわれました。むしろ元気なのに病室か
ら一歩も出られないことが大変でした。
　感染してみてわかったのですがコロナウイル
スの怖いのは発病の２日前から人に感染させて
しまう事だと思いました。本人は何ともなく自
覚症状がないので感染しているかどうか分から
ないままで生活しているから対策が難しいとい

うことです。また中には感染していても症状が
無い為に知らないうちに治ってしまい本人が感
染したことを全く自覚出来ないのでこれは防ぎ
ようがないとおもいました。
　あと私の経験で保健所に聞いてみて分かった
ことですが、濃厚接触者になってしまうのは感
染者（２日前から）とお互いマスクをしないで
１ｍ以内で15分以上話をした時だそうです。接
触者になっても今のことが出来ていればＰＣＲ
検査で陰性でしたら２週間の自粛生活をしなく
てもいいので、是非心掛けてもらったらと思い
ます。
　お互い仕事もあれば生活もありますのでじっ
としている訳にはいきません。新しい生活様式
を考えてコロナウイルスを上手くかわしていく
しかないと思います。
　今のままでは経済のほうが重い病気になって
しまいますので、大きな影響を受けているとこ
ろを上手に助け合えたらと思っています。
　早くワクチンを打ち終えて少しでも早く元の
生活が送れるよう祈るばかりです。

コロナに思う
　　福　田　秀　章　
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　新型コロナウイルスは2019年12月に武漢市で
発生し、武漢から世界に広がっていった。当時
は鳥インフルエンザの様なものじゃないかと楽
観視する意見が大半だったが、一年半が経過し
た今でも拡大し終息する気配すら感じない。
　人の往来は規制され、経済活動にも大打撃を
与えている。戦闘による世界大戦で世の中が都

コロナに思うこと
　　中　川　貴　禎　

度リセットされてきたが、現在の状況を鑑みる
と、それに匹敵する程のダメージ受けている。
終息に向かったとしても、生活の価値観や商慣
は100%元に戻るという事は考えられない。地
方経済が立ち直るのには10年近く掛かるのでは
ないかとも言われている。グローバルスタン
ダードという名の元で、日本独自の終身雇用制

　私たちは今、終息の見えないコロナウイルス
感染症の拡大により個人の行動そして企業活
動、又ライオンズ活動に於いて多くの制約を強
いられ、まさに私たちに多くの苦闘、試練が降
りかかっています。
　その様な状況にあって、感染症を理由に全て
から逃避するわけにはいかないと思っていま
す。どの様な状況にあっても、どうすればその
苦境を乗り越えられるか、そして前に進めるか
考えなくてはいけないと思います。
　ライオンズの活動を例にあげれば、コロナ禍
という厳しい環境にあっても、自分たちの健康

と安全を最優先にしながら、どの様にすれば地
域社会のニーズに団結して粘り強く貢献し続け
る事が出来るか考えて行かねばならないと考え
ています。
　日本全国に目を向ければ、多くのクラブが困
難を乗り越えて地域社会に奉仕活動を展開して
います。それは強制ではなく、出来る事を出来
るだけ（勿論それが地域のニーズとして受け入
れられなくてはいけませんが）行えば良いので
す。そのことが私たちにライオンズである喜び
をもたらしてくれるのです。私たちのモットー
は“We Serve”なのですから！

コロナ禍に思う
　　西　尾　愼　一　

　去る、４月25日　３回目の緊急事態宣言が発
令されました、不要な外出は控えるよう要請さ
れたにもかかわらず、外出する老若男女が多く
います。マスコミでも取り上げていますが、緊急
事態宣言先の人がなぜ不要外出するのか問うと、
マスクしているから大丈夫との回答が多々。確
かにマスクを外さなければ感染リスクは少ない
と思われますが、実際のところ飲食の際は外し
て話しているし、若者は相変わらずカラオケ店・
ゲームセンター等で遊んでいる。この度のゴー
ルデンウイークもかなりの人が外出している。鳥
取県でも観光地は「思った以上に人がいた。」と
の新聞記事、駐車場には他府県近畿圏ナンバー

の車がズラリとの事、また聞いた話ですが大江
の里はかなりの行列ができていたとの事でした。
　やはり危機感の欠落している人が多いと感じ
ます。それと新種の変異株は感染力がかなり強
いように報道されています。また回復しても後
遺症で苦しむ等どれだけ危険なものか周知して
いても理解していない人が多い様感じます。
　日本では「感染することは本人の自己責任」
と責める傾向があります、自分自身が感染した
場合には、いたたまれない思いをする事、顔を
上げて生活出来なくなる事を忘れずに、緊張感
を緩めることなく、感染予防に気を配っていた
だきたいと思います。

コロナに思う
　　田　賀　和　明　
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　人類の歴史上、何度も戦ってきた感染症です
が、大きな犠牲を払いながらでもその都度対処、
克服してきました。今回の感染症もいずれはワ
クチンによって収まってくるとは思いますが、
大きく変わった世の中の模様は以前と同様に戻
るかどうかは分かりません。
　観光業、飲食業などが最も負の影響を受けた
業種ではないかと思いますが、これらは我々に
とって不要なものではありませんから終息後は
戻ってくると思います。またスポーツ、音楽、
演劇といった文化、芸術の部分においても今回
人間にとって不可欠なものであることが再認識
されましたから徐々に戻ってくるでしょう。

　しかしながら大きく変わってきた働き方や学
び方は今後も形を変えながらでも進んでいくの
ではないかと思います。加速しながら進んでき
た世の中の変化に今回ブレーキが掛かったこと
で見えてきた景色があります。それに我々は気
づかなければと思っています。
　マスク生活にいずれ終わりがくるのか、それ
とも続くのか、それは今はまだ分かりません。
でももうファッションの一部になってきていま
すし、少々髭剃りをサボっても問題はないです
し、だんだんとこのままでも良いような気がし
てきました。食事の時はちょっと面倒ですが。

コロナに思う
　　濱　田　泰　彦　

　コロナ感染の現状は、もはや「禍」（わざわい）
というより、もはや「危機」である。
　３度目の非常事態宣言が発出され、しかも５
月末まで延長されるという。全国の感染者数は、
顕著な減少を見せず、高止まりしている状況で
ある。県内でも、感染者は少しずつではあるが
増加し続けている。このことは、今後とも感染
対策を継続する必要があることを示している。
　特に、私の関係する飲食業にとっては、コロ
ナ感染の発生源となることは、絶対に避けなけ
ればならない。そのことは、店の存続に関わる
ことであり、死活問題となるからである。また、
あえて言えば飲食業という経済基盤がなけれ
ば、私のボランティア活動もあり得ない。よって
私は、多人数の宴会への出席はもちろんのこと、
他県への出張など感染への可能性があることは
タブーとなる。今後とも、私自身の行動をきびし
く制約し、自粛して行かなければならない。
　このような我慢、辛抱はいつまで続くのだろ

う。ワクチンを接種することでこの世界的な危
機は、終わるのか。国内外の人々がワクチンを
接種し終わるのは、いつのことだろう。そして、
国内外の対等な往来が再開できるのだろうか。
　さらに不安なのは、第１にワクチン接種は、
はたして感染予防に100パーセント有効なのか、
ということである。２つめは、ワクチンそのも
のに疑問ありとし、接種自体を拒む人がいるの
であれば、そうした人たちがコロナに罹患した
場合の治療薬が必要となってくる。この治療薬
は、いつになったらできるのか。これらの疑問
を解消してくれる情報に、私は今のところ接し
ていない。
　こうした状況に止まるのであれば、これから
もマスクを常時着用し、密接、密着、密閉の３
密を徹底的に回避する、今までの対応を継続す
るほかにない。コロナ菌が地球上から消滅しな
い限り、コロナ前の状況に戻ることはないのだ
から。

コロナ感染「危機」の渦中
　　民　木　一　美　

度や、家族主義という概念が壊されて、日本人
は豊かではなくなりつつある。
　そして、過去を振り返り、この急激な変化にど
う向き合っていくのか熟考する必要があると思う。
　過去の困難を乗り越えてこられた先輩の知恵

や経験を参考にして、なんとかこの苦難を乗り
越えて、新しい価値観の中で生きて行かなけれ
ばと思う今日この頃である。
　苦難の後には必ず祝福が待っている！その言
葉を信じて頑張っていきましょう！
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　この度、鳥取ライオンズクラブに入会をさせ
ていただくことになりました、小林紀子と申し
ます。歴史と伝統ある鳥取ライオンズクラブの
一員とさせていただき、大変光栄に存じます。
　私は鳥取市出身で幼少時代は父親の転勤によ
り津山で約６年過ごしましたが、その後鳥取に
戻り高校卒業、その後の学生時代は関西で過ご
しました。
　1993年４月、東京海上火災保険（現東京海上
日動火災保険）鳥取支社に入社をし現在に至り
ます。
　プライベートでは小学生（１年．６年）の娘
が二人おりまして、子育てでは母親として日々
学びや気づきがあり、私自身まだまだ成長は続
きます。次世代を生きる子ども達に母の働く姿、
社会貢献する姿、生きる姿を見て、逞しく成長

し奉仕の心が継承できればと思っています。
　弊社では「私たちが大切にするもの」として、

「良き企業市民として、地域・社会から認めら
れると共に、多様な人々が健全で安心して暮ら
せる社会作りに貢献していく」「次の世代のた
めに、地球の環境を健全に守る努力を惜しまな
い」この理念はライオンズクラブのスローガン
やモットー「We　Serve」と共通します。一
会員として、様々な活動に精一杯頑張りますの
で、今後とも
ご指導・ご鞭
撻を賜ります
よう宜しくお
願い申し上げ
ます。

入会のご挨拶
　　小　林　紀　子　

　このたび広島佐東ライオンズクラブから鳥取ラ
イオンズクラブに転入してきた「石津光昭」です。
　縁あってライオンズ活動をご一緒させていた
だきます。
　初めての鳥取県勤務となりますが、９年ぶり
３回目の単身赴任を含め、楽しみたいと思って
おります。
　出身は山口県で、中国電力（株）に入社して
から大半が広島県内勤務でしたので広島市に自
宅を構えています。
　現在は中国電力ネットワーク（株）に在籍し
ておりますが、電気事業環境の変化について少
しご紹介いたします。
　これまで電気事業は、国の規制に基づき中国
電力が「発電」「送配電」「小売」の電気事業を
一体的に行ってきました。
　国による電気事業の段階的な規制緩和を受け、
数年前から「発電」「小売」に競争が導入され
て他の事業者が参入できるようになりました。
　一方、電柱や鉄塔等のインフラ整備を担う「送
配電」は競争に馴染まないために引き続き規制

がかけられ、そのうえで適正な競争環境を確保
するため、昨年４月に中国電力から「送配電」
の分社が求められました。
　結果、中国電力から「送配電」を継承した中
国電力ネットワーク（株）が誕生し、私も中国
電力から中国電力ネットワークに転籍すること
になりました。
　所属や社名等が変わりましたが、引き続き中
国電力ネットワークが地域の皆さまに電気をお
届けしてまいります。
　地域の奉仕活動に取り組むライオンズの活動
は、送配電事業との共通点があると感じており、
これから皆さまと楽しく活動したいと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。

ライオンズ入会にあたり
　　石　津　光　昭　
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事務局だより
ドネイションありがとうございます

Ｌ中尾　大蔵　先日は還暦のお祝いをいただき
誠にありがとうございました。
これからも清く正しく生きてい
きたいと思います。

Ｌ西尾　愼一　石津様のご入会歓迎します。皆
で楽しくクラブを盛り上げて行
きましょう。

Ｌ福家　成夫　上田さんお疲れさまでした。小
林さんご入会うれしく思いま
す。これを機に女性会員を増や
して行きましょう。

Ｌ中川　貴禎　上田さん短い間でしたが、お世
話になりました。上田さんの名
司会ぶりには大変勉強になりま
した。後任の小林さん、お久し
振りです。お元気そうで嬉しく
思います。楽しくやりましょう。

Ｌ吉谷　典雄　小林様のご入会を祝して!!
Ｌ西尾　愼一　小林様の入会を歓迎します。楽

しく会を盛り上げて行きましょ
う。併せ上田さんの今後のご活
躍を祈念いたします。

Ｌ福田　秀章　明治安田生命さんのコンペで風
とハンディに恵まれて準優勝さ
せていただきました。

Ｌ小林　紀子　これから事業活動を頑張りま
す。宜しくお願い致します。

Ｌ上田　博隆　皆さん本当にありがとうござい
ました。これからのご健勝とご
活躍を祈念します。私も頑張り
ます!!

Ｌ細田　泰造　池田家墓所写真コンクール、昨
年は最優秀賞を頂きましたが、
お陰様で今年も入賞させて頂き
ました。コロナで入賞作品の展
示会のスケジュールは未定のよ
うですが、又、ご案内させて頂
きます。

Ｌ西尾　愼一　先般開催の代議員による選挙で
次期第一副地区ガバナーに承認
いただきました。皆様のご支援
宜しくお願いします。

Ｌ西村　省二　Ｓ２６年５月２１日
Ｌ髙野辰二郎　Ｓ　９年５月２２日
Ｌ小林　紀子　Ｓ４７年５月２６日
Ｌ福田　健治　Ｓ３０年５月２８日
Ｌ小林　英明　Ｓ　９年５月３０日

▽２月２日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＰＲ・ＩＴ委員会
▽２月４日（木）　薬物乱用防止特別講習
　鳥取いなばＬＣへ 指導員　山名立洋
▽２月９日（火）　第１例会
◦2020年度上半期収支報告 会計　田中良和

◦ ２月19日（金）　7Ｒ-1Ｚ・2Ｚ　第３回ガバナー
　　　　　　　諮問委員会中止

〈委員会報告〉
◦計画委員会 委員長　上田博隆
・12月第２例会（夜例会）収支決算報告（別紙承認）
◦第３回キャビネット会議報告
 第二副地区ガバナー　西尾愼一
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　梅田健司
▽２月24日（水）　第２例会（結成64周年記念例会）
◦還暦のお祝いならびに謝辞 中尾大蔵
◦アワード受賞
 メルビンジョーンズ・フェロー　西尾愼一
◦指名委員会　2021～2022年度地区役員・委員の推薦
　鳥取ＬＣ　7Ｒ-RC推薦　２月22日（日）～ＺＣへ

〈幹事報告〉 副幹事　民木一美
・２月24日（水）　7Ｒ-1Ｚ歴代ＺＣ意見交換会ご案内
　於）白兎会館 山名立洋　西尾愼一　出席
・ ３月25日（木）　第４回ガバナー協議会・複合

地区役員連絡会議 西尾愼一　出席
・ ３月26日（金）　336複合地区次期五役研修会
　於）シーモールパレス下関
 第二副地区ガバナー　西尾愼一　出席
・ライオンズクラブ国際協会バーチャル国際大会  登録
　２月15日～受付開始　３月31日迄　登録料＄50
◦ 第３回キャビネット会議ならびに第67回地区

年次大会総務部会報告
 第二副地区ガバナー　西尾愼一
◦ツイスタータイム テール・ツイスター　梅田健司
　　退会挨拶
▽３月２日（火）　計画委員会・理事会
　　　　　　　　ＭＣ・ＩＴ・ＰＲ委員会
▽ ３月４日（木）　第67回地区年次大会第３回総

務部会 第二副地区ガバナー  西尾愼一　出席
▽３月10日（水）　第１例会
◦会員委員会 委員長　岡田幸一郎
・新会員　石津光昭様　梅田健司様後任
・新会員　小林紀子様　上田博隆様後任
・退会者　梅田健司（３月１日付）
　　　　　上田隆博（４月１日付）
◦入会式　Ｌ石津　光昭
　　　　　（広島佐東ＬＣ転籍）
　　　　　中国電力ネットワーク株式会社
　　　　　鳥取ネットワークセンター所長
　　　　　スポンサー　福家成夫
◦アワード受賞
　会員満足度向上マナーパッチ賞 会長　福家成夫
　メンバージップキー賞 民木一美
◦指名委員会 委員長　西尾愼一
・指名会開催（３月23日（火）第２例会）予定

〈幹事報告〉 副幹事　民木一美
・３月18日（木）　第67回地区年次大会第４回総務部会
・３月19日（金）　レガシー特別委員会
・４月１日（木）　第67回地区年次大会第５回総務部会
　 第二副地区ガバナー　西尾愼一　出席

〈委員会報告〉
◦計画委員会（別紙） 副委員長　吉谷典雄
・３月・４月第１例会・第２例会運営の承認
◦ツイスタータイム 副テール・ツイスター　西尾愼一

お誕生日おめでとうございます
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336-B地区　アクティビティ・スローガン 2020 ～ 2021           

『良知』『敢為』『知行合一』
地区ガバナー・キーワード

地域と共に『WE　SERVE』

コロナに思う
� �　山　名　立　洋　
　いっこうに収束する気配のない新型コロナウ
イルスの感染拡大ですが、最近の論調を見ると、
二極分化しているように感じます。一つは政治
家の無能さを非難するものであり、一つは個人
の行動に責任を転嫁するものです。どちらにも
言い分があると思いますが、真実は終わってか
らでなければ解らないでしょう。
　それにしても政府のお願いベースの対策は何
とかならないものかと思っていますが、先日面
白い説を聞きました。日本で強烈なロックダウ
ンなどが出来ないのは、日本という環境に理由
があるというものです。日本列島は、その場所
にあることで様々な気象上の影響を受けていま
す。その最たるものは台風です。そこで曲がら
なくてもいいだろうと思うくらい日本を目指す

月 日 曜 行　　事

6

6 日
7R-1Z･6LC親善チャ
リティゴルフ大会
於）鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コース

8 火 第１例会

11 金
336複合地区第５回
ガバナー協議会･役員
連絡会議　中止

12 土 次期クラブ三役研修会
於）津山鶴山ホテル

14 月
7Ｒ-1Ｚ現・次期役員・
委員･会長予備会議

（引継ぎ会）
於）白兎会館

16 水
7Ｒ-2Ｚ現・次期三役
予備会議（引継ぎ会）
於）ホテルセントパレス倉吉

22 火 第２例会

月 日 曜 行　　事

5

11 火 第１例会

22 土
336複合地区第67回年
次大会前夜祭（中止）
於）下関

23 日
336複合地区第67回
年次大会（中止）
於）下関

25 火 第２例会

29 土
次期役員（5役+コーディ
ネーター、委員長）会議
於）津山鶴山ホテル

6

1 火 計画委員会・理事会
MC・IT委員会

3 木 さつま芋農園マルチ作業
於）船越農園

4 金 さつま芋農園苗植付け
於）船越農園

 活動が困難で原稿が集まらない時は、クラブ仲間に寄稿を頼むしかありません。打てば
響くように原稿が集まりました。もう感謝しかありません。ありがとうございました。
クラブ誌はみんなで作るものですから、これが原点かも知れませんね。

編集後記

今月の表紙　　 題　字 　会　長　福家　成夫　　　 表　紙 　紫陽花
今年は梅雨入りがものすごく早かったので、雨に対する準備が出来ていません。湿気に対する
準備もまだしていません。衣服用の乾燥剤を買って来ないとね。庭ではカエルが嬉しそうに鳴
いています。この紫陽花もやがて色づくでしょう。紫陽花の七変化が楽しみです。 山名　立洋

台風の多いこと。そして火山帯の真上にあるこ
とから、地震が多発します。また、噴火による
被害も侮れません。このように日本は古くから
災害と対面して来ました。時の為政者はいくら
手を尽くしても、災害による被害を防ぐことが
出来ないことを身に染みて知っているのです。
　強硬な手段が取れる背景には、これを守れば
国が安全を保障するという約束が必要ですが、
日本では約束出来ないのです。いや約束しても
守れないのです。そのため強硬手段が取れない
というのです。ある意味で正直だと思いますが、
リーダーシップの欠如と思われても仕方ないで
しょう。日本がお願いベースであることに、こ
んな背景があったことをはじめて知りました。


