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新型コロナウイルスを乗り越えるために
皆さんご存じのように、現在新型コロナウイス感染の の自粛などを推進しています。しかし、株の急落、観光
影響が欧米で深刻化しています。20 日にはイタリアで、 業、小売業、経済不振など、経済の打撃は大きく、そし
死者が 4000 人を超えるなど感染拡大が止まらない状況 て、東京五輪の開催についても問題であり、老若男女問
が続き中国の死者数を上回り世界最多と発表されまし わず私生活にも影響が出ており、大変な状況に陥ってい
た。また、スペイン保健省は 21 日に新型コロナウイル ます。
ス感染確認者が 24926 人となったと発表しました。前

このような状況を見ると、一時期は中国国内での新型

日から約 5000 人の増加で中国、イタリアに次ぐ数とな ウイルスの大流行が“海外のニュース”という傍観者の
り、それに伴い死者も 1 日で約 300 人増え 1326 人とな 立場であった世界が、すでに一国の問題ではなく全世
りました。ほとんどの国は緊急事態宣言をし、生活必需 界、全人類の問題になっています。しかし、現状を鑑み
品の買い物などを除き外出制限処置を導入しましたが、 ると、全人類で助けあうという雰囲気というよりは各国
未だ感染拡大の勢いは収まっていません。

は自国優先主義で、排他的感情を助長しているように思

中国では 18 日、新型コロナウイルスの大流行が始ま われます。スマートフォン・PC で誰もがどの世界、国
って以来初めて新たな感染者が出ず、２1 日までに連続 とも繋がることができるこのグローバル社会で、今回の
4 日間新たな感染者が出ておりません。だた、海外から 新型コロナウイルスによりかつてないほどの「協調」が
帰国した人の中に 34 人の感染が確認されました。

必要となっています。今のように、感染症に国境を作る

現在、中国のほとんどの都市は封鎖を解除し、工場・ ことは良策ではなく、このピンチはアイルランドのレ
企業などでの運営再開や、国民も徐々に自由に外に出歩 オ・バラッカ首相の演説の通り「中国やスペインの皆さ
くことができるようになってきました。ある都市では、 ん。われわれはあなたたちと共にいる。これからくるも
市長が火鍋店に出向き火鍋を食べる場面をテレビで放 のの影の中で生きていく皆さん、われわれはあなたたち
映し、徐々に日常に戻れるよう力を入れている様子も見 と共にいる」と、皆で助け合う、寄り添う気持ちを持つ
られます。ただ、海外からの帰国者、入国者は厳しく管 ことが必要な時期ではないでしょうか。
理し 14 日間隔離措置をとっています。
唐

日本では新型コロナウイルス感染者対策としてイベ

啓山

ント中止、延期や、各施設の利用制限、不要不急の外出

月例会報告

今回は 2019 年度の月例会について振り返ってみたいと思います。

〇4 月
董紅俊氏による「民族の壁、国境の壁を乗り越えよ

〇10 月
唐啓山氏による「中華人民共和国建国 70 周年の歩

う─日本雲南聯誼協会の取り組みを紹介」でした。

み」でした。中華人民共和国の建国から近代化に向け

〇6 月
張傑氏の手掛ける中国書法美術作品展を開催し、作
品を出展した黄小桐氏にお話をしていただきました。

た取り組みまでを勉強しました。

〇7 月
周夏氏による「夢と現実」でした。氏の生い立ちに
ついてお話いただきました。
〇9 月
周夏氏による「文献からみる仏教思想の東漸」でし
た。仏教哲学について勉強しました。

中・日中関係～訪中団報告」でした。2019 年 8 月 25

〇11 月
川村範行氏による「建国 70 周年を迎えた中国と米
日～30 日に行われた第 11 回ジャーナリスト訪中団の
ご報告をいただきました。
〇3 月
新型コロナウイルスの影響により中止しました。

COVID-19
日本でも広がる新型コロナウイ

ます。公的機関の情報は、そういっ

ルス感染症（COVID-19）ですが、 た専門家の分析や意見を基に発信

見ることができます。
厚生労働省では、専門家会議によ

新聞やテレビ、インターネットな

しているので、とても信頼性の高い

る分析や提言も公開しています。ま

どを見ると様々な情報で溢れてい

ものとなっています。

た、新型コロナウイルス感染症に関

ます。こういった情報による混乱

具体的には、内閣官房・厚生労働

を避けるためにも、まずはインタ

省・日本感染症学会などです。

ーネットを使って公的機関にアク

内閣官房のトップページの右の

セスすることをお勧めします。

連して、厚生労働省を装った詐欺が
発生しているそうで、注意を呼び掛
けています。

方には新型コロナウイルス感染症

日本感染症学会では症例や治療

現在は世界中の専門家たちが、

対策のバナーがあります。これをク

について公開しています。漢方薬に

リアルタイムに情報を共有しなが

リックすると、対策や相談窓口の案

関する記事もあります。

らこの問題の解決に取り組んでい

内、感染者情報、関連リンクなどを

成語故事コーナー

jiēláizhīshí

嗟来之食（さらいのし）
春秋時代のある年、斉国が大飢饉 そこへ、服がボロボロで髪の毛もボ

一度言いました。

に見舞われました。雨が降らず、土 サボサの男が、今にも倒れそうな足

「おい、聞こえないのか？こっちへ

地は枯れ果て、農民たちは飢えて苦 取りでフラフラと歩いて来ました。

食べに来いと言っているだろう。」

しみました。しかし、苦しむ農民た 黔敖はそれを見て、饅頭を２つとス

すると、男は顔を上げて言いまし

ちを尻目に、貴族たちは優雅な暮ら ープを用意し、横柄な態度で話し掛

た。

しを続けていました。

「そんなものは要らない。私は死ん

けました。

ある日、黔敖（けんごう）という 「おい、そこのお前、こっちへ食べ

でもお前のようなやつの施しは受

名前の貴族が自分の優しさをアピ に来い」

けない。
」

ールしようと、道端で飢えた農民た

そして男は力尽き、道端でうずく
まったまま死んでしまいました。

ちに食事を分け与えていました。

声を掛けられた男は、そのままフ
ラフラと歩き続けます。黔敖はもう

そのまま読むと「おい、これを食

餓死するまで食べなかったくら

何もしないよりは遥かにましだ

え」といった感じでしょうか。偉そ

いですので、黔敖さんはよほど相手

と思うのですが、こんな形で名前が

うな態度で施しを与えることを表

を侮辱するような態度だったので

残るとは、本人も想像できなかった

します。

しょうか。

でしょうね。

漢方教室 111 いつも元気でいたい
【サナギタケ冬虫夏草】

寄生させたもので、天然冬虫夏草と

冬虫夏草は昆虫などの幼虫に寄生 同属の菌類で、生育メカニズムがよ

・体力活力が低下している。
【日本安惠サナギタケ冬虫夏草】

し、冬は虫で夏には草のように見え く似ていて、若々しさを

日本安惠サナギタケ冬虫夏草の分

ることから、冬虫夏草と呼ばれてい 保つため高く評価されて

子量は、数百から数千です。通常の

ます。その代表的なものが、チベッ います。中国では 1997

ものに比べて、６倍

トなどの寒冷高地のコウモリ蛾から 年に漢方として認定され、

の吸収力とみなぎる

育成した天然冬虫夏草です。しかし 代換医療や病院などでも

活力＋αの健康価値

をもたらします。
天然冬虫夏草は、大変貴重で高価な 使われています。
ことから、近年その代換品としてサ ミラクルフルーツ『アサイーベリー』
【心当たりはありませんか？】
ご興味のある方は、以下のところま
免疫力強化でインフルエンザ撃退！
ナギタケ冬虫夏草が、注目されてい ・年齢を感じ始めている。
でお問い合わせ下さい。
『霊芝』
ます。サナギタケ冬虫夏草は、カイ ・最近疲れやすい。
TEL 052-242-3930
コ蛾の幼虫に、冬虫夏草菌の一種を ・以前より不調が長引く。
日本安惠株式会社

会員コーナー

◇ こちらでは、会員からの投稿記事を紹介させていただきます ◇

中国からの引き揚げ―思い出すがままに㉞

３月誕生日の人の言葉

昭和２３年４月、小学校４年生に進級しました。担

日中文化協会の皆さんと出会ってから９年が

任は男性のＮ先生になりました。先生は、当時として

経ちます。支えてくれた皆さんに感謝を申し上げ

は、数少ない岐阜師範学校（現在の岐阜大学教育学部）

ます。

出身の教師でした。当時男性教師としては数少ないピ
アノが堪能な先生で、うれしい思いでいっぱいでし

今年は節目となる特別な年でもあります。皆さ
んのご健康を心から祈っております。

た。それがどういうわけか、担任発表のあと、急に男

王

偉芸

性のＫ先生に代わってしまいました。理由が分からな
いまま、担任が交代してしまったことは、子ども心に
大きなショックでした。あとで分かったことですが、

マイブーム
ミラクルフルーツ『アサイーベ

Ｎ先生からＫ先生になったのは、Ｎ先生の病気療養の
ミラクルフルーツ『アサイーベリー』
ためだったようです。
Ｎ先生と 1 年間楽しく過ごすこ
免疫力強化でインフルエンザ撃退！
とができると期待したのに、
裏切られたような気持に
『霊芝』
なって、クラスの一部の子どもたちが、新しく担任に

リー』
６０の手習いで、お三味線を始めました。
免疫力強化でインフルエンザ撃
会員の青山さんや、大竹さんの入っていらっし
退！
ゃる会の司会をさせていただくうちに興味がわ
『霊芝』
いて私も演者の側に。８５歳まで続けていらっし

なったＫ先生に反抗的な態度を取るようになりまし

ゃる青山さんがお稽古事は辞めたら後退するか

た。こうしたことが先生のプライドを傷つけたよう

ら、とにかく少しずつでも前進するように続ける

で、ある時クラスの主だった者が授業後残され指導を

ことが大事と教えてくださいました。９０歳まで

受けることになりました。

続けたらキャリア３０年！これはすごい！思い

先生のお怒りは尋常ではなく、顔面蒼白、青筋を

目な授業態度が我慢ならなかったのではないでしょ

立ったときが一番若い時。
ミラクルフルーツ『アサイー
青 山さんに 習って辞 めないで がんばりま す
ベリー』
ね！
免疫力強化でインフルエンザ
上山 みさ子
撃退！

うか。今思うと先生には申し訳ないことをしたと思っ

『霊芝』

立て、延々と説教が続きました。直接の体罰はありま
せんでしたが、９～１０歳の悪ガキはふるえあがりま
した。話の内容は覚えていませんが、日ごろの不真面

ています。
（前号の昭和２３年４月３年生に進級は、昭和２２
年４月３年生に進級の誤りです。お詫びし訂正いたし
ます。）
杉本 克治

中国陶磁器市場の可能性について（後編）
中国全体で安心安全な日本食・日 きたいものです。日本の各県の出先
本酒ブームが到来している。市内に として中国に県事務所が有る、そこ

のみではなく中日文化交流にも寄
与すると信じていますが。

は日本食レストランが益々と増加 と中国国内の在日本国総領事館と
の一途である。白酒という度数の極 のコラボやジェトロ(日本貿易振興

二十歩(にじゅうぶ)文雄

めて高い中国酒から特に江西省の 協会)とのタックで日本陶磁器・陶

元景徳鎮陶瓷大学教授

名物酒『四特酒』から健康である『日 芸作品を認知してもらって中国市

景徳鎮学院文化大使

本酒』が好まれている。中部国空港 ミラクルフルーツ
場で販路として益々と拡大して欲

美濃陶芸協会会員

「セントレア」でも日本酒免税店が 『アサイーベリ
しいものである。
ミラクルフルーツ『アサイーベリー』
新設された。
低迷化している日本陶磁器業界
ー』
免疫力強化でインフルエンザ撃退！
こうしたブームに多種類の日本 免疫力強化でイン
の活路は最大市場である中国中心
『霊芝』
和食器や日本酒器を知っていただ フルエンザ撃退！
に販売展開すれば「夢」は販路拡大

東洋陶磁学会会員

『霊芝』

元愛知県立窯業高等技
術専門校訓練課長

お知らせ
★5 月例会

★4 月例会

4 月例会は新型コロナウィルス感染拡大防止のた

5 月例会はゴールデンウィークにつきお休みです。

め中止となりました。
★JCCA

中国語サロン

新型コロナウイルスの影響によりお休みです。
★日本語広場

4 月の日本語広場はお休みです。

3 月に予定されていたスピーチ大会および卒業式は

４月例会

新型コロナウイルス感染対策として中止となりまし

残念ながら、4 月 7 日（火）の例会も、引き

た。期末試験を急遽行い、修了証書を校長からクラス

続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

代表に授与しました。急な別れとなりましたが進路も

中止させていただくことにしました。

ほぼ決まり、新たな学生生活のスタートとなります。

5 月例会はゴールデンウィークにつきお休
みです。次回の例会は 6 月 2 日（火）の会員
総会となります。詳細については後日改めてご
連絡いたします。

第 15 回 桜二胡音楽会 2020
開催延期のお知らせ
来たる 4 月 5 日（日）に開催を予定してお
りました「第 15 回桜二胡音楽会 2020」は、
今年度の進学先は愛知産業大学、愛知学院大学、愛

新型コロナウイルス感染症蔓延の動向を鑑み、

知工業大学、愛知県立芸術大学、名古屋経済大学、南

皆様の健康と安全を考慮し延期を決定致しま

山大学、中京大学、トヨタ名古屋自動車大学校、日産

した。このような情勢の中でも多くのあたたか

愛知自動車大学校、名古屋観光専門学校などです。

なご支援と激励の声を頂き準備を進めてまい
りましたが、何卒、ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。
団員一同、一刻も早い終息を願っておりま
す。正式に開催日が決定しましたら改めてお知
らせいたします。延期公演で再びお目にかかれ
ますように。どうぞ皆様ご自愛くださいませ。
今後ともご支援とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

また、4 月の入学式の予定は未定です。

編集局

特定非営利活動法人チャン・ビン二胡演奏団
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