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　2021年1月7日、新型コロ
ナの感染拡大がなかなか止まら
ない最中、首都圏を中心に緊急
事態宣言が再度、発出されるこ
とになりました。しかしながら、
昨年 4月の時期とは異なり、社
会全般の風潮としては緊迫感も
薄れ始めており、法的な強制力
がない単なる行政からの「お願
い」だけで、経済的な限界まで
我慢を強いられている事業者が
どれだけ、時間短縮に応じるか、
わからない状況となっています。
　是非はともかくとして、新型
コロナウィルスは政府によって
指定感染症と定められてしまっ
たことから、新型コロナにかかっ
た人は本来、問答無用で専門の
病棟に隔離されて入院、あるい
はそれに準ずる対応をとらなけ
ればなりません。ところが意外
にも新型コロナの脅威感は当初
の想定よりもひどくない、とい
うことで、その縛りがだんだん
と緩やかになり、自宅療養も含
め個人の意思に任せて対応して
いただく、という流れに大きく
舵が切り替わってきています。

気が緩んできた理由はいろいろ

　無症状の感染者があまりに多
く、拍子抜けになってしまったよ
うな行政対応の側面も散見され

るなか、それでも行政は感染を
抑え込むために対策を講じなけ
ればなりません。そして首都圏
では緊急事態宣言が発出される
ことになったわけですが、トン
ネルの先が見えない、お先真っ
暗なまま、どうやって営業の時
間短縮をし、自粛し続けること
ができるのか、疑問の声が各地
から行政に寄せられています。
これまで我慢して自粛し、時に
は巣ごもりにも耐えてきたのに、
再度、それらを強要されると生
活していくことができない、と
いうような悲痛な叫びは、メディ
アでも随時報道されています。
　そもそも国民も新型コロナ
ウィルスについて段々知識を得
られるようになり、様々な疑問
が投げかけられるようになりま
した。まず、新型コロナウィル
スは、当初考えられていたほど
致死率の高い、怖い病気ではな
いのでは、ということがありま
す。ただ、新しいウィルスであり、
変異している事実も確認された
ことから、慎重に対応しなけれ
ばならないという姿勢を保つ必
要性に変わりありません。次に
ワクチン接種については、所詮、
日本は根っからのワクチン後進
国ということで、安全性など短
期間で確認することは不可能な

はず、という見解も根強く、実
際にワクチンを打つことは躊躇
する、または、考えていない、
という国民が大半なのではない
かと推察されます。
　また、メディアが実態を正確
に伝えることなく、あまりにネガ
ティブな情報ばかりを先行させ
るが故、国民が恐怖感を抱くよ
うに煽動しているのではないか、
という疑惑も出てきます。その
一例が医療体制の逼迫です。第
3 波による感染者数の急拡大に
より、医療が逼迫していること
が連日、メディアで報道されて
います。それにしてもおかしく
ないでしょうか。アメリカでは
2021年1月時点で、入院患者
数はおよそ12 万 5 千人となり、
この人数のレベルにおいて、一
部地域では集中治療室が満床
となり、逼迫していると報じら
れています。ところが、アメリ
カ人口の 3 分の１少々の日本で
は、新型コロナの入院患者数は
2021年1月 5日時点で 3025
人、そのうち重症患者数は111
人しかいないのです。世界的に
みても、最も優れた医療機関を
保有する日本が、アメリカの 40
分の１に満たない入院患者数を
抱えるだけで、果たして医療逼
迫と言えるのでしょうか。よって、

多くの特に外国人記者らは、日
本での医療逼迫などありえない
でしょうと、疑問を呈していま
す。
　日本政府が医療逼迫を強調す
る背景には、様々な政治的理由
が見え隠れしています。国民の
健康管理という大義名分を建前
として、巨額の資金がワクチン
開発と接種のために動き、その
ためにも改めて恐怖感を煽り続
ける必要があるようにも見えま
す。その真相はさておいて、たっ
た100人少々の重症患者のみ
で医療逼迫を現実的な危機とし
て知らしめなければならない理
由が、指定感染症の指定です。
2020 年1月 28 日の政令で新
型コロナは指定感染症となり、
その患者を受け入れることので
きる病院が、感染症専門の入
院設備を保有する「第一種・第
二種感染症指定医療機関」の
みに限られてしまいました。こ
れらの指定医療機関が有する
感染症のための病床数は、日
本全体の 3％にも満たないので
す。平成 31年には第一種の指
定医療機関は 55、病床数はっ
た105 床しかありません。第
二種はもう少し増えて 351の
医療機関が対象となりましたが、
それでも病床数は1758 床しか
ありません。それ故、最も人口
の多い東京でも、12 の感染症
指定医療機関しかなく、病床数
は118 床という最小限の数字
しか確保されていないのが現状

です。全国レベルでみると、国
民が入院できる病床数は一般と
感染症の病床を合わせておよそ
90 万床もあります。これは素
晴らしい数字であり、日本の医
療体制が優れていることを意味
します。ところが、新型コロナ
に関しては、そのうちの 3％に
満たない病床数しか利用できな
いのです。そして行政からの手
厚い支援策もないことから、特
に民間病院においては、コロナ
関連の重篤患者を受け入れても
よいと前向きに検討している事
例は 2 割にも満たないと言わ
れ、指定医療機関のみの病床数
の少なさから、逼迫の声が挙がっ
ているわけです。
　もしかすると、新型コロナに
関する日本の医療逼迫という報
道は、これら法令によって縛ら
れたが故、人為的に作り出され
たものであるといっても過言で
はないかもしれません。その結
果、指定機関以外の病院は患者
数が激減し、病院に空きが出過
ぎているという報告もあとを絶
たず、指定機関意外の多くの病
院経営を圧迫する一因となって
います。しかも一般庶民による
感染予防対策の充実により、誰
もが風邪をひかなくなり、イン
フルエンザにもかかりにくくなっ
たことから、例年、これらの患
者だけで、ある意味で経営が潤
う内科や小児科医らは、（大きな
声では言えませんが）収入が激
減しているのです。コロナ禍を

四国剣山に纏わる神宝の伝承を再検証！
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コロナ禍になって良かったこと！
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優れた音質とデザインで人気の
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電子ピアノ

全5色

家族で楽しめる多機能ポータブルキーボード

■スチール製
■高さ: 102cm
■円形ベース： 直径28cm
■ボトルホルダーの寸法： 
　10（横）× 7～10（奥行）cm
■質量： 3.6kg
■生産国： ドイツ

安定した円形ベース
パウダーコートによる爽やかな白色

くるっと巻いて持ち運べるので
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※お客様のご都合による、キャンセル・返品は承っておりません。

エキゾチックで美しい
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暖かみのある柔らかな
トーンのサペリボディ

PUK200 PUK300 ソプラノウクレレアコースティックギター

ロールアップドラム



機に今いちど、バランスとれた
医療体制とはいかなるものかを
見直し、その感染度、危険度を
踏まえたうえで、感染症指定医
療機関の指定基準を再検討する
必要があります。

WITHコロナ時代のメリット

　こんな言い方をすると医療従
事者からは横目で見られ、世間
からたたかれそうですね。しか
しながら、私たちは現実をしか
と見極めて、物事の良し悪しを
判断しなければなりません。実
は、新型コロナウィルスの蔓延
社会を体験することにより、い
ろいろなメリットがあることも
わかってきたのです。
　最も大事な点は、とにもかく
にも日本国民の死者数が急減
したことが挙げられます。厚生
労働省の統計をみると、日本国
内で死亡した人の数は、2019
年1月から10月までの期間は
114万 7219人であったの対し、
2020 年は113 万 2904 人と、
1万 4 千人以上も減少したので
す。1.2％にも及ぶ減少率が想
定外であり、世間に誤解される
とでも考えられたのでしょうか、
厚生労働省は例年12 月に発表
する年間推計数の発表を見送
り、その理由を「例年とは動向
が異なる」ためと公表しました。
コロナ禍において、死者数が大
幅に減っていることが大きくメ
ディアで取り上げられると、新型
コロナ対策が後手に回ることを
恐れた結果ではないでしょうか。
　それはそうとして、新型コロ
ナ対策による衛生管理の強化
は、様々な感染症をも抑制する
という意味において、社会全体
に目を見張る良い結果を与えま
した。特筆すべきは、例年 5 万
人以上の死者をだしている肺炎
とインフルエンザを中心とした、
呼吸器系の疾患を原因とする病
気による死者数です。1月から

7月までの累計だけをとってみて
も、2019 年は 6 万人を超えて
いた死者数が、1万1千人以上
も急減したのです！特にインフル
エンザによる死者数の激減は顕
著であり、死者数が 7 割も減り
ました。最終的 2020 年、呼
吸器系の疾患による死者数は1
万 7 千人前後まで減少すると想
定されます。
　国民みんながマスクをするこ
とにより、予防対策がしっかり
と行われたことが功を奏し、呼
吸器系の疾患が著しく緩和さ
れ、死者数を大幅に減らすこと
ができたのです。いつもマスク
を着用していれば、インフルエ
ンザにかかる確率も極めて低く
なり、その他、様々な感染症に
よる病気を防ぐことができます。
病気にかからないために本気で
取り組もうと思うならば、コロ
ナ禍の教訓から、まず、日頃マ
スクを着用することがいかに重
要であるかを、誰もが身をもっ
て体験することができました。
　コロナ禍による恩恵は、マス
ク着用による予防効果だけでは
ありません。もう一つのプラス
効果が、「ステイホーム」、すな
わち自粛要請に応じた自宅待機
です。普段は表を出歩いている
人達が巣ごもりをして家にいる
ことは、外部社会との接触がな
くなることをも意味します。する
と、交通事故に代表される不慮
の事故も防ぐことができます。
当然のことながら、交通機関を
使って移動をせず、街中を歩く
こともない訳ですから、事故に
遭遇する確率はほぼ皆無となり
ます。また、外出することが少
なくなることは、外気の温度差
に体が触れる機会を減らすこと
をも意味し、それが心筋梗塞な
どの心疾患や、脳梗塞、くも膜
下出血などの脳溢血による死者
数を減らすことにもつながると
考えられます。実際、循環系の

疾患と脳血管疾患による死者数
は、2020 年にはおよそ 8 千人
も減少しています。あとは、地震、
雷、火事、（おやじ‐古い格言）
のみを心配し、自らの体をケア
して自己の免疫疾患や持病など
の個人的な病気に気をつかうだ
けで、例年よりも1万人以上の
生命を救う結果になるのです。
　それにしても不可解なこと
は、例年 3000人を超えるイン
フルエンザによる死者数が激減
し、7 割以上も減り、それだけ
全国の病床数が空けられること
になるにもかかわらず、医療の
逼迫、という言葉のみが先行し
ていることです。インフルエン
ザだけをとっても、2000人以
上の命がセーブされ、その他、
感染症や循環器系の疾患によ
る病死の数も減少していること
から、医療機関全体をみると、
むしろ空きが生じていることは
明白です。2020 年10 月まで
の新型コロナによる死者数は
1670人であり、年間を通しては、
およそ 3500人の方が亡くなる
と推測されています。それでも、
コロナ対策により減少した国民
全体の死者数は1万数千名を下
ることはなく、より多くの生命
が助かったという結果になりま
した。
　さらには With コロナ時代の
到来により、遅れていた日本の
社会に、一気にデジタル化の波
が押し寄せる結果にもなりまし
た。サイバーキャッシュの時代
と叫ばれつつも、周辺諸国では
キャッシュレス化が急速に進む
最中、日本国内ではどうしても
これまでの現金重視のやり方か
ら脱皮することができませんで
した。特に地方にいくと、どう
しても現金に重きをおいた決済
方法しかなかったのですが、お
札やコインを触ること自体、菌
がうつる可能性も指摘され、不
潔ではないか、というような話

もメディアで流布されたおかげ
もあり、一気にキャッシュレス化
が地方でも進んでいく結果とな
りました。
　また、リモートで回線を通じ
て話をすることができる会話
ツールの普及も急速に広まる結
果ともなりました。その代表格
が Zoom と呼ばれるコミュニ
ケーション・ツールです。距離
が離れていても、互いの表情を
画面で確認しながら同時に話し
合うことができることから、そ
の便利さを大勢の人が短期間で
体験することとなり、一気に普
及したのです。今や、学校の授
業も Zoom を介して行われる
ことは珍しくなく、居場所を気
にすることなく、どこからでも
学生が授業を受けることができ
るようになりました。こうしてコ
ロナ禍のおかげで、日本におい
てもデジタル化の恩恵を受ける
ことができるようになりました。

それでも心配なコロナ禍の今後

　コロナ禍の対策から生じるメ
リットは多々あるものの、やは
り懸念事項は残されたままで
す。まず、感染症を避けるため、
いつまでマスクを着用し続け、
自らを社会から隔離して孤立さ
せるのか、という問題が立ちは
だかります。人との距離をおく
ことにより、確実に感染症から
自分を守ることはできます。し
かしながら、そのような孤立思
考は社会との断絶を意味し、果
たして人間が幸せに生きる道と
言えるかどうか、疑問が残りま
す。願わくは、周囲の人々と親
しく交流を保ちながら、感染症
からも身を守りたいものです。
　そのためにワクチンを打つと
いうことも選択肢として残され
ています。しかし新型コロナの
ワクチン接種における安全性は
まだ確立されておらず、ワクチ
ンを嫌う日本社会において、新

型コロナのワクチンが普及する
には、まだまだ時間がかかりそ
うです。また、アメリカのように
急速に感染が広まっている地域
では、ワクチンの接種ではなく、
自然感染により集団免疫を確保
するほうがよいのではないか、
という議論さえ巻き起こってい
るのです。無症状の感染者が多
い場合、その方が人為的に作ら
れたワクチンを接種するより安
全、という専門家の意見もあり、
諸外国のコロナ対策の動向から
も目が離せません。
　さらには、コロナ禍によるス
テイホームの日常化により、孤
独に悩む人達が増えてきている
ことも、重大な課題のひとつで
す。その結果、精神状態が不安
定になり、なかには自殺や孤独
死も増えてきている傾向がみら
れます。新型コロナに感染しな
いために人を避けて孤立した結
果、精神面において傷をおい、
しいては死をもいとわないよう
になるとするならば、果たして
真のコロナ対策と言えるのか、
疑問が残ります。
　新しい時代の幕開けとも言え
る2021年、何としてでもコロ
ナ禍に勝利し、病魔に負けるこ
となく、人生の日々を楽しく、
かつ有意義に過ごしていきたい
ものです。そのためにも、人と
の関わり合いは不可欠であり、
人間社会における交流の重要性
も、大切にしていかなければな
りません。そして単にデジタル
化したリモートでのお付き合い
だけでなく、実際に対面し、時
には肌を寄せ合い、人生のひと
時を、お互いが楽しく過ごすこ
とも大事です。そのためにも、
コロナ禍がもたらした意外な利
点をフルに活用し、新たなる感
染対策を講じたうえで、人間社
会がより豊かになるよう、みん
なで協力していきたいものです。

（文・中島尚彦）

　日本の人口は 2008 年をピー
クに、その後、急速に減少しは
じめています。昨今の急速な人
口の減少トレンドがいきつく結
末は、500 年後、日本の人口が
ゼロになるという予測もメディア
でとりあげられるようになりまし
た。それは日本の人口が急速に
ゼロ、すなわち世界から日本人
がいなくなり国家の消滅を意味
することから、政治家をはじめ、
多くの専門家は警鐘をならしは
じめています。それは、じきに日
本列島がまるごと外国人によって
乗っ取られてしまうことをも意味
します。これは決して極論ではな
く、出生率と死亡率に準じた人

口の推移から考察できる、ごく、
当たり前の結果予測です。よって、
少子化対策は急務であり、国家
の一大事として取り組まなけれ
ばなりません。
　少子化傾向の理由は様 で々す。
昨今、若い世代の人たちには晩
婚の傾向が顕著にみられ、結婚
を望まない人も増加傾向にありま
す。また、結婚をしても子供は欲
しくない、というカップルも増え
ています。その原因を検証すると、
様々な社会的要素が絡み、答え
は簡単ではありません。つまると
ころ、経済的な理由が主たる原
因であり、自由にやりたいことを
楽しんで生活するためには、子

供の存在が余計になってしまうと
いう考えを持つ若者が急増して
いるようなのです。特に地方か
ら都市部に向かって移住する若
者が増加傾向にあり、結婚して
家庭をもち、子供を育てるとい
う価値観から乖離し、まずは経
済的な自立を目指すことが大事
になってきていることが考えられ
ます。その背景には、若者が意
欲をもって関わりたいと思える仕
事が地方にはあまりない、という
厳しい現実があります。それが
日本全国において、大都市圏を
除き、急速に過疎化が進んでい
る主たる要因となっています。
　その少子化の流れに輪をかけ

るように、LGBTの議論も浮か
びあがってきています。当然のこ
とながら、自然に子供を産むこ
とができないカップルを社会が
認知するわけですから、少子化
を食い止める助けにはなりませ
ん。かといって、LGBTの人々
は従来からも存在したことから、
その社会的な認知が少子化に悪
影響を及ぼすとも、一概には言
えないのです。人間は皆、平等
に生きていく権利をもっていま
す。そして平和な人生の日々を
送ることは、誰もが願うことです。
そのためにも個人の意思を大切
にし、思想の違いも含めて互い
を尊重し、認めあうことが大事
です。よって、近代社会において
は人権が重要視され、そのため
にも人々が社会の秩序を守りな
がら、和を保つことが求められ
ています。

　平和な社会とは、その国の伝
統と文化を踏まえた秩序の中に
育まれていきます。互いに尊重
しあうことのできる風土の中に、
本当の意味での自由が存在し、
人権についても広い心をもって
考えることができます。そして人
権とは個人の自由意志を大事に
することであり、それはあくまで
社会の和を前提としているが故、
ふと、昨今、メディアで取り上げ
られているLGBT 関連のトピッ
クが気になり、振り返ってみるこ
とにしました。
　つい最近米国に出張した際、
旅行者として申請書を書く機会
がありました。その申請書にあ
る性別欄は、昔と違い、今や 3
項目に分かれていました。「男
性」、「女性」、そして「ノンバイ
ナリー」。最後は男女どちらでも
ない、という意味です。これが
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今、アメリカ社会では当たり前
の表記方法になっています。性
別とは生まれつきのものに限定
されず、自らが判断して決めるも
の、という意味あいが強く含ま
れているようです。その背景には、
同性愛者らがカミングアウトを
して互いに支えあいながら法的
な権利を求め続けてきただけで
なく、性別が不詳となるトランス
ジェンダーの人々 も含め、多くの
方々がオープンに自己の性につ
いて名乗りを上げ、オープンに語
り始めたことが挙げられます。
　アメリカではいつしか各地にゲ
イタウン、とも呼ばれる同性愛者
が集中して居住する地域が存在
するようになりました。地域ごと
にその線引きが明確になってい
ることもめずらしくなく、同性愛
者が何ら束縛なく、自由に思い
のまま、過ごすことができる街
づくりが各地で進められていま
す。ゲイタウンは、いったんそこ
に足を踏み入れるだけで、これま
で見慣れてきた町の雰囲気とは
一変する気配を感じとることが
できます。街中、同性愛者が仲
睦まじく寄り添っている姿が当た
り前となる街の様相は、これま
での社会的常識とは多少なりと
も異なることから、当初、違和
感を覚える人も少なくないはずで
す。しかしながら、それが個人
の自由と権利を尊重したアメリカ
社会の行きついた姿なのです。
　こうした欧米社会の影響も追
い風に、日本でも LGBTを社会
で受け入れる体制づくりと法的
改正が叫ばれ始めました。最近
では行政が主導するLGBT関連
の取り組みが活発化し、一部の
地方行政においては同性カップ
ルの権利を認める動きも出始め
ています。しかしながら、古代よ
り培われてきた日本の文化、風
習、そして家族観や近隣とのつ
ながりなど、日本では他国には
あまりみられない、社会とのつ
ながり、絆を重要視する風土が
存在することから、実社会にお
ける課題は多 、々残されていま
す。現実問題として、社会や家
族の在り方に対する根本的な話
題も含めて、いまだに十分な討論
がなされていないというのが実
情です。それ故、これまでの社
会的価値観、家族、そして男女
の在り方とは異なる風潮が漂い
はじめると、多くの日本人が戸
惑いを覚えるのも無理はないで
しょう。

　欧米諸国におけるLGBTの権
利と社会の変化を理解したうえ
で、日本では、日本の文化を損
なうことなく、あくまで歴史的
にみても多くの日本人が共感を
覚えてきた大切な家庭観や風習、
しきたりなどを十分に検討した
うえで、LGBTの権利についても
十分に議論されるべきです。そ
のうえで、条例や法改正が検討
されるべきではないでしょうか。
　そのとっかかりとして、海外で
は話題になることが多いキリスト
教的な宗教感に基づくLGBTに
対する考え方について振り返って
みました。少子化の問題に関連
して、欧米諸国では必ずといって
よいほど話題にのぼるのが、こ
れまで人類の歴史に多大な影響
を与えてきた聖書の教理です。
信仰を持つ、持たないに関わら
ず、世界中の人々が倫理道徳の
基軸として、今日でも聖書を読
み続けているという事実は、注
視する必要があります。
　聖書には、日本人にとって大
変わかりやすい、人間が生きる
べき「道」についての教えを中心
としたストーリーが書かれていま
す。旧約聖書によると、遠い昔、
世界は洪水で一度、滅びていま
す。その原因は、人々が自然の
摂理を忘れ、情欲のままにふる
まい、世が乱れたことにあります。
創世記 6 章には、「すべての人が
地の上でその道を乱した」と書
かれてあるとおりです。様々な
暴虐と悪事がはびこり、人々 の心
の中が「いつも悪いことばかり
である」ため、世界が滅びに至っ
たのです。その後、人類の歴史
はノア一族により再出発すること
となりますが、その直後、ソドム
とゴモラの時代に至っては、再
び暴虐と乱交がはびこり、その
町は火で焼かれることになったの
です。その原因は新約聖書に明
記されています。「不自然な肉欲
に走ったので、永遠の火の刑罰
を受けた」（ユダの手紙）。また、
別の書簡では使徒パウロが社会
の乱れについて、「女は自然の関
係を不自然なものに代え、男も
また同じように女との自然の関
係を捨てて、互いに情欲の炎を
燃やし、男は男に対して恥ずべき
ことをなし、その乱交の報いを
身に受けた」と、同性愛につい
ても強い言葉で言及しています。
これを当時に限った文化的な解
釈とするか、普遍の教えと受け止
めるかは議論の余地があるよう

ですが、聖書に記載されている
ことに違いはありません。
　聖書が人々に伝えているメッ
セージとは、自然の摂理、道、
本来あるべき姿を大切にするこ
とであり、神を信じるということ
は情欲に溺れることなく、そして
暴虐を排除し、社会の秩序を保っ
ていくことにつながるのです。し
かしながら、その教えを実際、
どのように具現化するべきか、
という点については聖書の解釈
においても様々な議論がありま
す。実際には LGBTを公言する
聖職者も世界中には多数存在す
ることからしても、議論は果てし
ないことがわかります。
　いずれにしても聖書が明確に
記していることは、同性愛の感
情を持つことの是非ではなく、
その情欲に任せて実際に乱交に
走ることがいけないということ
です。例えば、それは異性愛に
おける不倫についても同じこと
が言えます。異性の既婚者を好
きになってしまった場合でも、そ
れを我慢して胸に秘めておくこと
と、実際に好きだからといって
不倫してしまうことでは大違いで
す。不倫はゆるされるものでは
なく、罪であると、聖書は明言し
ています。
　人の思いは様々です。大事な
ことは「道」をはずすことなく、
社会の和を保ちつつ、互いを尊
重しあいながら生きていくことで
す。それは、時に自分の思いを
抑えて我慢しなければならない
時があることも意味します。社
会の秩序、しいては自然の摂理、
すなわち「道」を全うして生きて
いくためには、ある程度の節制
と忍耐、柔和な思いも必要であ
り、そこに日本古来の文化的な
力が秘められているように思え
ます。「柔の道」、「武士道」、「茶
道」など、さまざまな精神文化
を大事にしてきた日本人だからこ
そ、「道」を大事にするという考
え方に共感を覚える人々 は少なく
ないはずです。よって、聖書が教
える「道」の在り方も理解しや
すいはずです。
　それにしても昨今、メディア
が放映するコンテンツの激変
には、目を見張るものがあり
ます。YOUTUBE や SNS 系
メディアの台頭、そしてポッド
キャストが一気に世界中に広ま
るさなか、テレビの視聴者数が
激減してきたことから、民放各
局ともにお笑い番組ばかりを

放映する傾向が顕著に表れてき
ました。そして、メディアで活
躍するタレントの多くが、ゲイ、
ニューハーフ、クロスドレッサー
とも呼ばれる女装家など、新世
代の性表現を自負する人たちで
溢れてきたのです。昭和の時代
は、歌手の美川憲一さん、ピー
ターさんのお二方のみが注目を
浴びた程度であり、社会全体
における LGBTの認知度はほ
ぼ皆無でした。それが今では
代表格となるマツコ・デラック
スさんを筆頭に、大勢の優秀
な女装する化粧した男性、また
はノンバイナリーのタレントが
活躍するようになり、人気を博
するようになりました。この現
象を振り返るに、一抹の不安が
残ります。それは子供達に対し
て何らかの悪影響があるので
はないかということです。
　幼い子供たちはテレビを見る
だけでなく、最近はスマホを手
にする機会も増え、日夜、SNS
を通じて多くの情報を目にする
ようになりました。そのコンテン
ツの多くに、女装するタレントが
アイドル化して台頭し、子供達が
そこに自分のアイデンティティー
を見出すようになってきているの
です。その情報を日本社会では
誰もが違和感なく当たり前のこ
ととして受け入れているとするな
らば、子供達もそれに共感を覚
え、自分もそうあるべき、また
はそうなりたいと思うようになっ
ても不思議ではありません。そ
の結果、まさに日本が大切にし
てきた家庭観、情緒、風土、社
会の秩序が、今後どうなってしま
うのか、将来の見通しができな
くなってきたのが現状です。
　こうして昨今、社会の風潮が
変わり続けた結果、結婚願望を
持つ若者は減り続け、結婚して
子供を持つことはおろか、異性と
のデートさえもあまり考えないよ
うな若者が増えてきているように
も見受けられます。男性であって
も自由に女装し、時には肉体を
改造して女性になることを選択し
てもいいんですよ、と社会が黙認
しているうちに、いつしかそれが
常識と化していくのはないでしょ
うか。日本でもすでに、1万人近
くの人たちが性転換手術を受け
て、特例法に基づき、戸籍上の
性別を変更しています。その現
実を踏まえたうえで、これまで幾
千年にわたり培われてきた、日
本が大事にする自然の「道」とは

いかなるものであるべきかを、そ
の「道」を踏み外すことなく、考
えていくことが大切です。
　今や Withコロナの時代とも
いわれ、社会全体で一斉にデジ
タル化が進み、多くの子供達、
学生は巣ごもりに慣れ、人と接
しないことを苦にしなくなりまし
た。むしろ人と付き合うことは
病気になる可能性があることか
ら、敬遠される傾向にもあります。
その代わり、余暇の楽しみはバー
チャルともよばれる仮想現実の
空間に頼り、思うままに見たい
もの、聞きたいものを自由に選
んで娯楽の対象とする傾向も顕
著になってきています。その結果、
ゲームや E スポーツが人気を博
し、巣ごもりしても満足して生活
できることに慣れ始めています。
これでは少子化に拍車がかかり、
将来に希望がもてなくなるだけ
でしょう。
　日本の将来を考えるうえで、
今一度、家庭観、子供を持つこ
との重要性を見直す時がきまし
た。そもそも、結婚するもしな
いも、子供を持つも持たないも、
個人の自由だ、と、だれもが考
えはじめ、実際に子供を作るの
を避けるようになったら、日本
国家は滅亡することになります。
よって、LGBTの議論はともかく
として、それが普及するあまり少
子化の要素となることは、避け
なければなりません。子供なき
国家に未来はないからです。大
事なことは、まず、日本古来の
伝統や文化を大切に守り続けて
いる地方の大切さを社会全体で
再認識し、それら遠隔の地域に
も人々が住みたいと思えるよう
な環境構築が進められ、経済活
動を発展させていくことが急務
です。そして家庭を持つことの
大切さが人間社会の常識として
子供たちに伝えられ、誰もが家
庭をもち、子孫を絶やさないこ
との重要性に気付くだけでなく、
実際に家庭を持ちたいと思える
ような社会的環境を作り上げて
いくことが早急に望まれます。
　このままでは数百年もたたな
いうちに日本は消滅するといって
も、もはや過言ではないのです。
子供たちに明るい未来を与えて
あげるためにも、まず、子供たち
が生まれてくることが大切にされ
る国づくりが、早急に望まれます。
子供たちこそ、日本の未来の礎
を築いていく中心なのです。

（文・中島尚彦）
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アメリカでは議会の不法占拠という暴挙が起こり、北朝鮮から
はアメリカに対する宣戦布告とも思える強硬姿勢の発言、そして
新型コロナ感染症の世界的な拡大はとどまることを知りません。
また、日本では500年後に人口がゼロになるという急速な少子化
が進行中です。新春から全世界は、これまで体験したことの
ない困難な局面に陥っています。問題は山積みですが、私たちは
未来に向けて1つずつ解決していく責任があると思います。

編 集 後 記

NCJ編集長　中島 尚彦

WEB サイト案内
日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。本紙のバックナンバーはWEB
サイトにてすべてご覧頂けます。連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新
してスペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめてあります。ご意見・ご要望
等をお待ちしております、FAXやホームページからお寄せ下さい。

日本シティジャーナル：http://www.nihoncity.com
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com

@ricknakajima www.facebook.com/ricknakajima www.instagram.com/kodaishi
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創業27年の安定企業 働きやすい職場環境 充実の福利厚生

●3LDKマンションの社宅　●社内にジム常設
●広々とした社員食堂（カフェテリア）完備
●天然温泉施設の優待 他

創業以来、売り上げは右肩上がりを続け、業界最
大手企業に。継続して新たなサービスや、自社商品
の開発を行ない、安定的に成長しています

風通しがよくフラットな人間関係が魅力。若い
スタッフも多数在籍し、様々な部署で女性も活躍中。
性別や中途入社による待遇の差はありません

正社員・パート
30名大募集大募集
27年の信頼と実績。今も安定成長中！

募 集 職 種

0476-89-1777
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

株式会社 サウンドハウス

▶資　格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者優遇します　

▶給　与 ： 各職種欄参照　※経験・スキルを考慮して決定

▶休　日 ： 週休二日（正社員）、年末年始休暇、有給休暇

▶時　間 ： 平日9：00～18：00 ／ 土曜11：30～17：00 （一例、時間は部署によって異なります）

▶待　遇 ： 社保完備（健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険）、年2回賞与、交通費支給

・交通費支給  ・子育て支援金制度 ・パートにも年二回の賞与

・優良社宅完備 ・フィットネス施設  ・無料バンド練習スタジオ

・天然温泉施設優待 ・社内食堂（カフェテリア） ・TOEIC試験支援プログラム

job@soundhouse.co.jp〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3
株式会社サウンドハウス 採用係

E-mail郵 送

下記まで履歴書を郵送または Eメールにてお送り
ください。 書類選考の上、面接日を連絡します。応 募 方 法

※PDF・Excel・Wordデータにてお送りください

WEBサイトからも応募可能です

詳しい情報やスタッフインタビュー、応募フォーム等もあります
https://recruit.soundhouse.co.jp

正社員 基本給：19万円～
（残業手当別途支給）（残業手当別途支給）

正社員 基本給：19万円～
（残業手当別途支給）（残業手当別途支給）

正社員 パート
（週3日以上のシフト勤務）（週3日以上のシフト勤務）
時給：1,550円～基本給：22万円～

（残業手当別途支給）（残業手当別途支給）

正社員 パート
（週3日以上のシフト勤務）（週3日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～基本給：19万円～

（残業手当別途支給）（残業手当別途支給）

●業務内容●
注 文 受 付、見 積 作成、商品 の 納 期 案 内、製 品に
ついての問 合 せ 対 応（電 話・メール）、アフター
サポートのご案内（保証、修理案内）

●業務内容●
音響機器、照明機器などの検証、修理、メンテナンス

（ギター・弦楽器などの楽器メンテスタッフも同時募集中）

●業務内容●
WEBサイトのバナー制作、コーディングなどの
WEB制作業務全般

●業務内容●
社用車（普通乗用車をはじめ大型トラック等）の
整備、および管理。 

●業務内容●
物流倉庫にて取扱商品の在庫管理や商品の補充など
 （正社員・勤務時間： 6:00～、パート・時間応談）

物流倉庫管理アシスタント

顧客サポートスタッフ

WEB制作スタッフ

音響機器修理スタッフ

車両整備士

※未経験者歓迎、各種ライセンス取得支援制度有

※必要スキル：基本的なPC操作 (タイピング)

※WEB制作の実務経験者、在宅勤務応相談

※家電製品・弱電気関連の修理実務経験者優遇

※自動車整備士3級以上、車両整備の実務経験者

ー  日本最大規模！楽器・音響機器のネット通販  ー

月収例：28万円 （残業40時間/月）（残業40時間/月）

月収例：28万円

月収例：30万円 （残業30時間/月）（残業30時間/月） 月収例：10万円（月70時間勤務）（月70時間勤務）

月収例：28万円 （残業40時間/月）（残業40時間/月） 月収例：20万円（月160時間勤務）（月160時間勤務）

（残業40時間/月）（残業40時間/月）

正社員 パート
（週3日以上のシフト勤務）（週3日以上のシフト勤務）
時給：1,350円～基本給：21万円～

（残業手当別途支給）（残業手当別途支給）

月収例：30万円 月収例：21万円（残業40時間/月）（残業40時間/月） （月160時間勤務）（月160時間勤務）

パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～

月収例：20万円（月160時間勤務）（月160時間勤務）

パート
（週3日以上のシフト勤務）（週3日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～

月収例：20万円（月160時間勤務）（月160時間勤務）

成田から生まれた国内最大級の楽器・音響系優良企業求人情報


