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「新型コロナウイルスの影響」について

千葉営業所／若葉区多部田町

在宅勤務、イベントの中止、旅行の中止

0120-148-237

フリーコール

し込んだら定期購入で
回目から 千円以上の請
求書がきたので注意しろ
と新聞に書いてあった。
（花園・岩井秀夫）。

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

恐ろしい韓国

霊園案内サービスセンター

韓国という国は日本に
対していつも敵対行動を
続けている。レーダー照
射事件、慰安婦問題、徴用
工問題、我が国の固有の
領土竹島占拠。日本製品
不買運動等々。１９６５
年の請求権も完全かつ不
可逆的に解決したものを
三権分立を盾に政府とは
無関係として日本から金
をむしり取ろうとしてい
る。かと思えば今度は親
日罪を持ち出し、親日だ
った亡くなった人を罰す
る「破防法」を制定、日本
と親しくしていた死者の
墓を掘り出して新たに刑
罰を科するという本当に

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

幕張本郷ホール
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と、インフルエンザの相 る。すなわち、重症化する
関関係でも証明されてい Ｇ型で集団免疫を獲得す
ます。注目すべきことは、 る 人 口 比 率 ％ の 場 合
２月初めに、日本に先駆 と、軽い症状のＫ型 ％
けて中国をシャットダウ で集団免疫を獲得する場
ンした欧米に、免疫とな 合とで大きなリスクの差
るＫ型コロナウイルスが が出来ます。幸いと言う
入ってこなかったため、 べきかどうか、４月７日
Ｇ型が蔓延して重症化し の緊急事態宣言前に、日
てしまったという皮肉な 本人は集団免疫を獲得し
結果となりました。 日 ていたという結論になり
本は３月４日まで中国観 ます。免疫には自然免疫
光客を受け入れた結果、 と獲得 免疫が あ ります
Ｇ型コロナウイルスの免 が、コロナの場合、ＢＣＧ
疫を作るＫ型が国内に蔓 などのような自然免疫で
延して、知らず知らずの はなく、獲得免疫によっ
うちに集団免疫 が作ら て作られます。
れ、日本人の体の中に重 獲得免疫は、Ｂ細胞免
症化するＧ型コロナウイ 疫とＴ細胞免疫があり、
ルスを排除する機能が作 Ｂ細胞免疫はコロナの抗
体検査では反応しないの
られました。
集団免疫はどう作られ で、Ｔ細胞免疫を検査す
るか？。Ｋ型の場合人口 る必要があります。
比率 ％の感染で集団免 朗報としてお伝えしま
疫が完成される一方、Ｇ すが、Ｔ細胞免疫検査キ
型の場合、人口比率 ％ ットが京大の上久保靖彦
で集団免疫が完 成され 教授らのチームによって

●いずみ霊園 ●御成霊園

㈱雅セレモニーホール

す。まず、コロナウイルス
の感染者が増え続けてい
るのは、ＰＣＲ検査数が
増え、Ｋ型コロナウイル
スによって、抗体が出来
た人も検知してしまう事
を知っておくべきでしょ
う。すなわち、日本人に出
来た集団免疫を視野に入
れれば、限りなく感染者
数は増え続ける結果とな
ります。ウイルスのスパ
イクによってウイルスど
うしが干渉しあって、先
に入ったウイルスが後か
ら入ったウイルスを排除
することで免疫になりま
す。すなわち私達が持っ
ているＴ細胞免疫が活性
化されて、ウイルスを排
除することになります。
このことはＣ型コロナ

たが、日本にサプリ会社
が多くなり客に逃げられ
たと嘆いていた。数十年
も前に英国から上陸して
きたシャクリが儲かるの
に目をつけファンケル・
ＤＨＣ・インシップ・富
士フイルム・サントリー
等が販売を始めると様子
を見ていた大手の製薬会
社まで販売を始めた。
無料のサプリが飲み終
わると電話があるが効果
不明と言うと、個人差が
あるから か月 位 続 け
引
て、今なら半額・
きと勧誘される。新聞の
エディケアの広告は夜も
充実しあまりの元気さに
妻が喜ぶとセックスに効
く様な広告がある。私も
つられて１万２千円を半
額で３ヶ月続けたが何の
効果もなかった。性欲剤
なら安全なバイアグラの
サプリを作れば売れるよ
と言ってやった。
各社のサプリを飲んで
みたが全身に蕁麻疹の様
な赤い斑点が出来かゆく
て痛くて酷い目にあい皮
膚科に行ったが治らなか
った。マムシ・スッポン・
ハブなどを飲んだのが原
因らしい。ルティン 日
分２千 百円が
円
と大字で下の方に一ミリ
円、
角の字で送料
生姜シロップ
円
円で送料
が
円、イミダペプチ
円が
円送料
円、ブルーベリー
円送料
円商品よ
り送料が 高いものもあ
る。富山の常備薬のひざ
腰肩のサプリが
円の半額で
円送
料
円と、顔写真入
りで何回も新聞に全紙の
広告が出ている。
円のサプリを申

いつでも求められる和泉家の4大霊園
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0120-533-990
http://www.miyabi-sougi.com

JR新検見川駅より徒歩4分
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もう少しで完成します。 んじ～る～の？」こんな を招く可能性があるとい
また、ブースター効果に 歌も再流行する事でしょ う見解が一般的な学者や
ついて解説します。ブー う（木更津・Ｂｙ痴呆爺）。 政府の立場と思います。
私もそう思います。
スター効果とは、ウイル
安倍首相の辞任
経済事象は理論と実際
スと絶えず接触すること
首相が辞めたからと に起こる事は中々予想で
で免疫機能が維持されま
す。もし、ウイルスとの接 いって、首相が代わった きないので、いろいろな
触を完全にシャットアウ からといって、世の中が 説があり得るので しょ
トした場合、免疫機能は 変わるわけではない。 う。しかし一般読者はよ
失われます。過去に２０ この社会の基礎・土台・ く解っていないので（自
００年代の風疹の再流行 下部構造は経済であり、 分も含めて）今一つ納得
によってこのことが証明 政治、思想、その他文化一 ができません。本当に貴
されています。今回の場 般は上部構造である。 紙の主張は正しいと言え
合もブースター効果を維 上部構造は、下部構造 ますか。バカ程怖いもの
持しなければ免疫機能が によって規定される。そ はないは言い過ぎではな
無くなります。さてさて、 の逆は無い。だから、首相 いですか？あと今話題の
人類はやっかいな問題提 が変わっても世の中大き コロナ風邪ですが、経済
起を自然界から投げかけ く変わるということは無 との両立が大事なのは確
られました。自然の摂理 い。経済はそれ自体固有 かです。コロナ風邪の感
に付き合うか、力でねじ の法則を持っており、そ 染をゼロにするのを目指
伏せるのか？爺の頭の中 の発展法則によって進行 し経済活動を規制するの
はますます痴呆症が進行 しているものである。 はダメです。経済が成り
してしまいました。
その発展法則とは、起 立たなくなっては逆に死
「あなたな～らどうす 承転結、生成、発展、爛熟、 人がでるでしょう（畑町
る、あなたな～らどうす 腐敗、衰退、没落という過 ・清水節夫）。
る。泣くの笑うの死んじ 程をたどる。今は爛熟、腐
サプリメント
ゃうの♪あなたなら、し 敗の過 程を進行し て い
る。首相が変わってもそ 御紙の先月号のサプリ
メントのアンケートを拝
見し私も広告通り効くか
疑問におもっている。テ
レビ、新聞、チラシとサプ
リの広告が多数来て、
日、 日、 ヶ月分が６
千円もするのに無料で送
ってくれるが、薬と違い
３日で効くわけないし国
の検査もなく値段もいい
加減だし捕まった業者も
いる。老齢化社会で猫も
杓子もサプリを買うので
何兆円にもなるとのこと
で初めのうちはたかをく
くっていた製薬会社まで
売り出してきた。
年前に友人から
万円もするシャクリ社の
サプリを頂いたが気持ち
が悪くなり捨てた。友人
のシャクリの営業マンは
年間１千万円も売り上げ
会社から車まで提供され

優
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JR幕張本郷駅より徒歩５分

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬
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【クイズの応募方法】
左記のクロスワードパズ
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ
の順に文字を並べると言葉
になります。その言葉とア
ンケートの質問内容をハガ
キに書いて住所・氏名・年齢
・電話番号を明記。〒２６３
‐００４３稲毛区小仲台２
～５～２「稲毛新聞クイズ
係」宛。なお、応募はメール
でも受付ＯＫです。

↓タテのカギ
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①嘴で木に穴をあけ中の虫を捕ったり巣を作る。
②外⇔
③波打ち際。
④電車の中にある荷物をのせる棚。
⑤入選の次によくできた作品
⑨とげのある低い木。厳しい人生のたとえ。
⑩人は2本、馬は4本、ムカデは百本かな？
⑪人○○、ふる○○、○○親。
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佐々木啓太郎）。買い物も 士子）。月に 回外食してい ある位で生活に響くほど減 は一生懸命に働いているの が、取りあえず結婚は入籍
今月のアンケート
最少限度週 回にして、た たが、ここ ヶ月位は外で ったりはし ていないです です（六方町・阿部ちい）。 のみで本人達は納得、了解
だじーーっとホームステイ 食べることが無くなった （幸町・若葉俊子）。私は 入院予定が一週間遅れて、 し親族挨拶を終え、出産も
世界的に流行している「新型コロナウイルス」の影響で経済活動か をしています（市原・滝崎ノ （市原・吉澤喜代乃）。自粛 幸いなことにこの年令にし 無事に手術を終え退院する 無事に終え、何事もなく半
ら運輸交通、貿易に至るまで衝撃的な被害を及ぼしている。ある学者 リ子）。ネットスーパーでの を余儀なくされ外出も制限 て家内での仕事があり、作 ことが出来ました（花見川・ 年が過ぎようとしている。
によると今後、世界恐慌に陥ると予測している。当然ながら私たちの 買い物が多くなり、外出が され、近隣の人々との対話 業場との往復で通常通りの 武田美津江）。テレワークが 他人事の様に、ホッとして
身近な生活にも様々な影響をもたらしているのが現実だ。そこで今 少なくなった（小仲台・富 も殆ど無かった（浜野・柳澤 生活が出来ました（長作台 出来ない業種なので、毎日 いる今日です（朝日ヶ丘・小
範光）。知人友人と会えずメ ・藤村さゑ子）。通常通り仕 電車通勤にはマスク、手袋。 池規行）。知り合いのお爺さ
回は読者の皆様が新型コロナウイルスの流行で、生活にどんな影響 永政美）。
ール。やはり会ってお喋り 事をしていました。夫も返 密を避ける事を心掛け、リ んが亡くなり、お通夜に参
を受けているのか聞いてみた。仕事、イベント、外出自粛、夜の仕事 自粛で運動不足
の休業、旅行の中止、冠婚葬祭の縮小など生の声が寄せられました。 家の中に籠っているこ したい（千草台・長谷部綽）。 って仕事が忙しくなり普段 ュックの中には消毒用グッ 加しましたが、お清めもな
外出を控え、人が集まる場 の月より大変でした（千草 ズを完備！でも近くに居な く、淋しく思いました（花見
とが多くなったので運動
所は行かないようにしてい 台・田中美紀）。
がら孫に会いに行けない日 川・匿名）。同居している長
不足です（松波・齋藤淳子）。
ます（穴川・前林勝美）。子
々で淋しいです（小中台・小 男夫婦は共に医療機関の仕
その他
自粛で家での生活で体力
供が行きたい所へ行けない
田昭子）。 月初め盛岡で葬 事に従事しています。我々
自粛は初めは苦痛であっ
の低下を感じている（粟村
宣言のあと、しばらく休ま 今年 才。人生最後の同窓
儀があり、当時岩手は感染 夫婦と 人の孫に長男夫婦
（小仲台・尾沼亜梨沙）。
仕事上での影響
たが、屋外スポーツで発散
道生）。公民館でのお稽古
なければいけなくなり収入 会が花見を兼ねて 月の中
者ゼロで、皆感染者１号に のどちらかが感染しないか
友達との交流がなくなりま
充 足 の 悪 い職場なのに
できているので自粛被害と
も休みで家の中の生活が多
も減りとても残 念でした 頃にあるはずだった。私の
した（東千葉・高木一也）
。
ならないようにピリピリし
と毎日心配しながら嗽と手
他から応援者の受け入れが
言う程のものではない（高
くなり運動量が少なくなっ
（花見川・斉藤邦昭）。売 出席は 年振りで皆に会い
外出を控えマスクを外出の
ている時期で、我が家は主 洗いを丁寧に実行していま
出来なくなり労働時間が増
洲・大内健司）。高齢の為
て具合が悪くなりそうです
り上げが落ちました（花見 たかったが中止になった
度につけ 月の長雨、 月
人一人がお葬式に出席し他 すがストレスがピークに来
えた（小中台・福田雅之）。
毎日が不安でなりません。
（長沼・吉田友子）。卓球、
川・山下盛雄）。仕事がな （小仲台・中川明江）。新潟
の厳しい暑さに耐えている
の家族はコロナが収まって ています（四街道・伊丹富美
月より新たな仕事に就い
月 回千葉大まで通院して
プール、体操が休みになり
くなりました（花見川・山下 への帰省が出来ない事（幸
実情です（高洲・萩原貴美
からと言うことに。しかし
子）。スポーツジムとコーラ
たが、出勤が半分くらいと
います（小仲台・海寶昭一）。
運動不足（あやめ台・一森万
英子）。特に影響はありませ 町・渡部誠）。 月秋田の母
子）。家族や友人の安全の
関西に住んでいる親族が子 スとボランティアが一週間
なり新たな職場の人達との
人との接触を避けるため意
亀美）。外出が出来ず運動不
んでしたが勤務時間が短く が入っているホームでよう
為、大人の動き（旅）が制限
ども含めて 人も揃って参 でしたが中止。自粛の毎日
接触機会が少なく、慣れる
図的に外出を減らした（稲
足。買い物にも行かなくな
なりました（神明・永野能 やく面会ができる様になっ
列する飛行機のチケット買 も疲れが出 始めています
される。図書館での読書三
のに時間が掛かった（真砂・
毛海岸・長堀幸子）。マスク
った。 ヶ月のひ孫にも会
教）。ライブハウスを経営し たけど、県外の人はオンラ
ったとの連絡。義兄が困り
昧としたい（高洲・宇都宮
（花園・本田衛）。
原健）。緊急事態宣言中に
が無くなり、風邪で病院へ
えないです（花見川・木田カ
ていますが、コロナの影響 インでと言うことで駐車場
板挟みで大変だったと聞き
亮）。外出を自粛する生活が
以 上
保育園の預かり時間が遅く
行くのに困ってしまいまし
ズミ）。朝千葉公園まで散
で休業を余儀なくされ大赤 からのビデオ電話のみでが
続いて孫の所へ行って面倒
ました（小仲台・松本麻由
なり、出勤時間が遅くなる
た（みつわ台・うっちい）。
歩していますが、なんとな
字で困り果てています（中 っかりでした（小仲台・菅野
をみていましたが、それも
子）。夜の店が自粛ムード
影響を受けた（松波・熊倉絵
みんなマスクを着用するよ
く回数が減りました（轟・根
啓子）。私は合唱団に入って
央区・貫太郎）。
出来ずとても寂しいです
で客足が伸びず、困ってい
里佳）。主人が在宅勤務。
うになり、顔がよく見えず
岸正一）。
演奏会が 月の予定でした
（小中台・立花きみ）。今年
るママさんが多く、気の毒
子供が休校になった為、食 イベントなどの中止
若いのか婆さんなのか区別
が、延期になった 月も出 マスク着用が辛い
の 月から旅行や外食に全
に思います（小仲台・匿
事の支度、トイレ掃除、買 参加予定だったマラソン
がつかず残念 に思います
来ませんでした（千城台東・
夏でもマスクをすること
く行かなくなりました（黒
名）。新型コロナの予防を
い出しが大変になった（磯 大会が中止になってしまっ
（小仲台・与太郎）。ハサ
佐藤礼子）。高齢者向けの体 になり、熱くて息がしにく 砂台・中村博之）。
徹底して感染しない様努
辺・大重陽子）。アルバイ た。モチベーションを維持
ップ衛生学を学んで、新型
操教室が休止で困っている い（松波・佐々木啓太郎）。
めたいです。注意しながら
ト先で休まされて収入が減 するのが大変です（西都賀・
影響は特になし
コロナウイルスに対する知
（宮野木・吉岡保廣）。音楽 連日マスクの使用でそれが
生活していきます（天台・
りました（花見川・儀藤晴 小林正和）。沖縄旅行をキャ
年金暮らしなので収入は 識を深めました。行動範囲
活動が出来なくなり、子供、
大変です
（幸町
・高坂尊義）
。
山本信夫、富子）。東北新
夫）。短期間でしたが、半 ンセルさせられました（打
影響を受けず日々の暮らし は大変狭まり、ちょっとコ
孫娘達ととも集まれなくな マスクして眼鏡が曇り、視
幹線で帰省しましたが、新
ドンと自宅待機です。現在 瀬・松原保司）。観劇、ラ
も殆ど変わらず。しかし集
ロナ太りです（花見川・三橋
な 界不良（小仲台・横田邦明）。
りました。今は
幹線の車両の乗客が少な
はフルの清掃に従事です イブが中止。楽しみを全て
まり事等は無くなり、脳が 正典）。毎日テレビや新聞を
どオンラインを使って会え
く、驚きました（花見川・
（検見川・荒木昭治）。会 奪われてしまいました（宮
外出する機会が減った 停滞気味です（高浜・保科恵 見ては感染者が世界中に広
ています（小仲台・田渕良
山本一郎）。行動が狭まっ
社は約 ヶ月の出勤停止と 野木台・能勢恵美子）。感
電車に気軽に乗れなくな 子）。あまり影響ない。いつ がり増えて行くので心配で
子）。
たし、人との対話が少なく
自宅待機で訪問活動禁止と 染状況の悪化で旅自粛。実
り、行きたいところへ行け も通り会社に 通っていた す。早く検査やワクチンや
なりました（高津・牧けい
大いに影響を受け ました に残念（高洲・松浦彰）。 買い物での変化
なくなった（あやめ台・菱明 （花見川・相馬英治）。特別 特効薬が出来て欲しいです
子）。早く終結を願うのみ
（みつわ台・黒澤恵子）。 実家の岩手に帰省出来なく 買い物渋滞（あやめ台・菱 子）。外出する機会が減った な影響はないけど、外出又、 （幸町・畠山マサ子）。私
（小仲台・大木康利）。大
収入減少になった（園生・ なったのが一番残念だっ 明子）。まず買い物に困りま （蘇我・宮本弘）。スーパー 遊びに出られない。出られ は高齢ですのでコロナに罹
変不自由になりました（八
丸山宗男）。在宅勤務にな た。孫の顔を見るのを楽し した。実際お店で見て買い に買い物以外殆ど外出しな るようになったら猛暑日で ったら、死に行くのかと思
千代・玉井正雄）。子供が
ったりした時に子供を見な みにしていたので（松波・鈴 たい方なのでびくびくもの い。当分の間忍耐（朝日ヶ 高齢者はつらいです（花見 うと外に出るのが怖くなり
怖がりました（打瀬・橋本
がら仕事をするのが大変で 木貴之）。楽しみにしていた でしたが、だんだん慣れ、 丘・横須賀和男）。やはり感 川・中村和夫）。影響は全く ました。早くコロナの薬が
裕美）。ストレスとマイナ
した（小仲台・尾沼亜梨沙）。 温泉旅行やいろんな行事が さほど心配せず買い物がで 染が怖いので、人混みの所 なし。静かになって良いの 発見出来るよう祈っており
ス思考（朝日ヶ丘・上田正
保育園に預けられなくな 中止になった。東京オリン きる様になりました（松波・ は避け、もちろん遠出はし ではないでしょうか（高洲・ ます。又、子供がコロナ菌が
広）。 月の長男の結婚、
り、復職が遅れました（松波 ピックも延期になり、今後 齋藤淳子）。外出自粛で子ど ません。自宅と買い物の往 匿名希望）。パートに週 日 ついていると「いじめ」るの
月の長女の出産を控え
・橋本恵梨香）。職場が都 開催できるか否か？今後が もを買い物、外食などに連 復だけです（小仲台・山内富 出てますが、曜日の変更が はやめて欲しい。先生（親）
ておりアタフタしました
内のサービス業で緊急事態 心配です（幸町・中村春雄）。 れて行けなくなった（松波・

なっています。
マスクをどう思いますか?
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読 者 の 声

新型コロナウイルスの流行で、マスクは必需品に
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2

5

人類はウイルスと共存してのみ生きられる

「マスク時代」について
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☆千葉市動物公園賞＝入園 （小中台町）☆２等賞・５千円 の過程が変わるというこ
※今月のアンケート
＝粟村道生（四街道）藤村さ とは無い。首相は単なる
招待券（５組）
「マスク時代」について
☆カラオケ・アーサー賞＝ ゑ子（長作台）☆名古屋製酪 番頭さんに過ぎない。
新型ウイルスの流行でマス 千円分の食事券（ 名様） 賞・無臭ニンニクあほえん＝
安倍は長いこと首相を
畠山マサ子（幸町）熊倉絵里 やって来たが、もう飽き
クは必需品になっています。 ☆図書カード（ 名様）
マスクをどう思いますか
☆アクアリンク賞＝スケー 佳（松波）山下英子（花見川） られている。遅きに失し
萩原貴美子（高洲）小池規行 た変わり目だ。野党が微
締切・令和 年 月 日 トリンク滑走券（ 組）
（朝日ヶ丘）☆千葉市動物公 弱だから、また、自民党か
（当日消印有効）
月号の当選者
今月の賞金・賞品
月号の答えはフウリン 園賞・無料招待券＝黒澤恵子 ら首相が出てくることだ
☆一等賞＝１万円（ 名） ノオトでした。抽選の結果次 （みつわ台）長谷部綽（千草 ろう。何の変哲も無い（宮
台）原健（真砂）大重陽子（磯 野木・藤本 豊）。
☆二等賞＝ 千円（ 名） の方が当選しました。
【敬称略】 辺）横須賀和男（朝日ヶ丘）
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
入野氏の論説
☆１等賞・ 万円＝立花きみ ☆カラオケ・アーサー賞・千円
ニクあほえん（５名様）
食事券＝一森万亀美（あやめ
常々貴紙を読んでいま
台）渡部誠（幸町）上田正広 す。中立的な立場をとっ
（朝日ヶ丘）☆図書カード賞・ ており好感をもっていま
千円の図書カード＝橋本恵 す。ですが、主張で書いて
梨香（松波）横田邦明（小仲 おられる入野氏の論調に
台）玉井正雄（八千代）☆アク は理解しがたい点があり
アリンクちば賞・ペア滑走券 ます。財政出動を積極的
＝橋本裕美（打瀬）尾沼亜梨 に行いお金をどんどん発
沙（小仲台）丸山宗男（園生） 行すれば良いとの事です
中村和男（花見川）福田雅之 が、それではインフレ、
（小中台）。
以 上
更にはハイパーインフレ
→ヨコのカギ

4

世界の人類を恐怖に陥
れた「Ｇ新型コロナウイ
ルス」から命を守るには
正しい知識を持つ必要が
あります。ＧｏＴｏキャ
ンペーンも前倒しして始
まりましたが、感染者数
が増え続け るのはなぜ
か？
夜の街で拡散されるウイ
ルス感染者数に常識を問
う声が高まっている 現
状…。私たちは賢く生き
ぬく術をどう身につけた
らよいか？
重症化をまねくＧ型コ
ロナウイルスの免疫
は、Ｋ型コロナウイルス
が作ることはお伝えしま
したが、今回はウイルス
をシャットアウトした場
合のリスクをお伝えしま

今月のアンケート・テーマ

30

①桜と共に日本の国花。
④二番目の鍵
⑥名月を鑑賞する。
⑦パンダの好物。
⑧建築などを職業にする人。
⑩人が見のがしているよい場所。
⑫進物に添える紙。
⑬レフト⇔
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