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巻頭言 

新型コロナウイルスの中での活動 
理事長 斎藤一郎 

令和元年 12 月以降、新型コロナウイルス

関 連肺炎の発生が報告され、中国は武漢を皮

切りに新型コロナウイルスが発生。 

瞬く間に全世界に広まり、我々を震撼させた。

わが日本でも客船ダイアモンドプリンセス号

のコロナ感染が 2 月に発覚大勢の人が感染し

た。現在この新型ウコロナウイルスの正体が

わからず治療薬、ワクチンもない。特に高齢

者の重症化が問題視され、我々シニア層も安

閑としていられない気持ちになりました。 

私の通っているスポーツクラブもクラスター 

を懸念して閉鎖の状況が続いています。 

幸い今のところシニアしごと創造塾関係者

には感染した人はいないと思われます。 

刻々と変わる感染者の状況から何処でどのよ

うに感染するかわからないと思われます。 

最初はないといわれていた空気感染の否定で

きないと WHO でも言われだしました。 

このような状況の中で当 NPO 法人シニア

しごと創造塾の活動も総会、交流会、遊楽寺

子屋等会場閉鎖で開催ができなくなりました。 

特に NPO 法人は年度末終了後 3 か月以内に

事業報告を提出する義務がありコロナの影響

での遅延は丌可とのことです。総会の開催が

必要丌可欠でした。 

シニアしごと創造塾の総会が開催できない状

況が続き、書類表決なら可能との行政の指導

もあり、一時は覚悟したのですが幸い自粛の

緩和もあり 6 月 20 日ふたば学舎で無事開催

することができました。法務局、神戸市にも

必要な手続き報告を期限内に完了しました。 

交流会についても 7 月より隔月に開催できる

運びとなりました。 

あいな里山公園については令和 2 年 4 月 8 日

～５月 6 日まで閉園。 

   6 月 19 日より行事 3 密回避した行事の許可

が出ました。 

5 月の田植えイベントは中止、我々関係者で

餅米とうるち米の田植えを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

この田植えは 9 月の稲刈りイベント 12 月の 

餅つきイベントに必要な作業です。５月は雨が

降らずため池の水が干上がり他に池からポンプ

アップをして凌ぎました。今のところ順調に育

っています。 

一方公園主催の 7 月の「やまももまつり」はソ

ーシアルディスタンスの確保が難しく中止とな

りました。 

現在は１０月のあいな里山まつりについて、 

安全を確保をしながらの各種プログラムを立案

中です。昨年はこの期間にミニ運動会を開催し

ましたが、今年は輪投げ大会、紅白旗上げ下げ

ゲーム、あいな里山クイズ等安全なゲーム大会

にするよう計画中です。     

当 NPO 法人シニアしごと創造塾のイベントの

特徴はあいな里山で栽培収穫した野菜類を食材

として昼食を提供することにあります。 

７月のジャガイモ掘りイベントは時期尚早で丌

可の判断となりました。公園との会議でこの昼

食提供について何が問題かを協議し３密を回避

する手立てを提案し、９月の稲刈イベントには

昼食を提供する許可が出ました。しかしコロナ

ウイルスの陽性者が収まらない状況で今後の状

況変化でイベントそのものが中止せざるを得な

いことも考えられます。 

今年も長田の地域づくり活動助成を申請して 

夏休みに子ども達に理科実験、竹細工の講座を

開催する予定です。今のところ開催できるよう

です。しかし参加者が集まるか丌明です。 

陶芸教室、書道、スマホ教室も 6 月より感染予

防策を取り開講しました。 

皆さんもテレビ・新聞等の報道を見て安心せず

にくれぐれも感染しないように充分に気お付け

ください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

あいなジャガイモイベント受付飛散防止パネル  



 

あいな里山公園ジャガイモ掘り体験  

理事 太田克海 
今年のあいな里山公園でのイベントは新型

コロナの騒ぎのため開催するのが大変です。

５月の田植えは閉園のため我々だけで実

施、感染予防対策計画を公園に提示し、

許可が出るまで日数を要し当初 6 月 21 日

の予定から 7 月 5 日の実施にこぎつけた。 

参加人数の制約、昼食の提供は不可となり 

午前と午後に分け、1 回 7、家族とした。 

マスク着用、アルコール消毒、受付での飛

散防止。一番の苦労は畑までの移動、ジャ

ガイモ収穫時のソーシャルディスタンスの

確保です。移動は家族ごとに、間隔をあけ

て移動、ジャガイモ畑での収穫は事前に 

ロープで区画を設置、家族ごとに指定席で。 

しかしこの催しは好評で、すぐ募集人員に

達しキャンセル待ちが出るほどでした。 

 当日は梅雨の合間でこの日だけが天気

になり暑い日でしたが､全員予定のイモを

掘りました。品種はキタアカリ、皮が赤いア

ンデスレッドで良い出来でした。みんな歓

声を上げて夢中になって掘っていました。 

掘ったイモはリヤカーに乗せて厨房棟に運

び、仕分けして袋詰めにしてお土産とし、 

ここでて配りました。事故もなく無事終了、

アンケート結果も好評でした。 

 

スマホアプリ体験記 

           理事 吉川 仁 
右ページで紹介した Google  Lens 

を使ってみました。 

①花を撮った写真から名前を調べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②スイスのアーミーナイフのメーカー 

 

 

区画ごとに家族でジャガイモ掘り 

 

 

写真がぼやけていますが、トレードマークの 

盾に十文字の表示が反対側にあるのにこの 

写真だけでメーカー名と種類を表示しました。 



 

使えるスマホアプリ 

    理事 吉川 仁 
 

私はスマホ教室でスマホを勉強して

おります。 講師の高橋亜矢子先生のア

イデアで、自宅にこもっていた時に見つ

けた、優れもののアプリを紹介して頂き

ました。 

①Google Lens （グーグルレンズ） 

 

テキストをスキャン、翻訳する： 

目にした言葉を翻訳する、名刺の相手

を連絡先に保存する、ポスターに記載

されているイベントの予定をカレン

ダーに追加する、複雑なコードや長い

テキストをコピーしてスマートフォ

ンの画面に貼り付けるなどの操作を

して、手間を省けます。 

 

植物や動物の種類を特定する： 

友だちのアパートにある植物の名前

や、公園で見かけた犬の種類を調べる

ことができます。 

 

周辺の場所について調べる： 

ランドマーク、レストラン、お店の名

前、評価、営業時間、史実などを確認

できます。 

 

お気に入りのスタイルを見つける： 

気になるファッションやリビングに

ぴったりの椅子を見かけたら、似たよ

うな服、家具、雑貨などを探せます。 

 

注文する料理を決める 

Google マップのクチコミから、レス

トランのメニューにある人気の料理

を見ることができます。 

 

②KUMOLOGクモログ 

楽しみながら気象の知識が身につく

アプリ「くもろぐ」では人工知能

「KMOMY:くもみ」があなたの撮った雲

の形・状態を判定し、時刻や場所と合

わせて日記のように記録してくれま

す。KMOMYの判定精度は 85％程度 

 

③Google Street View（グーグ

ルストリートビュー）パソコンで

使った人もあるおなじみのアプリ。

「駅の周辺ってどうなっているの？」

「待ち合わせの目印になるもの

は？」──。そんなときに活躍するの

が、地図上を移動しながら 360°周囲

を見わたせる Googleマップのストリ

ートビュー機能です。 

世界中の場所を見渡せるため、訪

ねてみたいスポットをストリートビュ

ーで見て、楽しんだことがある人もい

るのではないでしょうか。地下鉄を含

む駅や空港のほか、飲食店、娯楽

施設の屋内にまで裾野を広げており、

ストリートビューで見られるエリアは

順次拡大しています。 

 

④Snapseed(スナップシード) 

無料ダウンロード版写真編集ソフト 

撮った写真の不要な部分の「ゴミ」を

簡単に、しかも他の部分に影響を及ぼ

すことなく消せる。他にも色々出来そ

う。詳しくはネットでチェック下さい。 



「夢の私設図書館」 
  突然ですが、皆さんはどれくらい図書館

を利用されていますか？またご自宅にど

れぐらい本がありますか？自宅近く、ま

たは職場近くに図書館が有る、無いでそ

の利用回数は異なるでしょうが。図書館

を利用したことがない６３％だそうです。

多いとお思いですか、それとの少ない？     

では家の蔵書数と学力（SSM 調査 橋本

健二さんの調査 20 歳～39 歳を対象）と

いう興味深いデータがあります。１１冊

以下：23.1％  11 から２５冊：38.9％

２６～100 冊：53.9％101 冊～200 冊：

63.5％201 冊～500 冊 72.3％501 冊以

上：76.4％ これらのデータから「蔵書

数が多いほど学力は高い傾向にある」と

言えそうです。でも現実は家の事情でそ

んなにたくさんの本を置けないのが実情

ではないでしょうか。そこで地域で運営

する小規模の私設図書館（マイクロライ

ブラリー）について述べます。特徴とし

て・貸出は行わない・自宅に近い・不定

期休み・コミュニティスペース・持ち寄

りで蔵書を構築・交流をベース・季節ご

とにイベント（ひな祭り、端午の節句、

月見、クリスマス会）・ソファがある・お

茶が飲める・楽器の貸し出し・泊まれる

図書館・木のブランコ・秘密基地・公園

と一体・駅から近い・子供が自分で行け

る・高齢者が行きやすい ・・・どうです

か？こんな図書館があれば行きたいと思

いませんか。こんな施設（私設図書館）

があれば・・・メリットとして ①家が

片付く ②文化財の保護 ③コミュニテ

ィの場 ④子供の居場所を提供  では

デメリットとして費用の問題（家賃、光

熱費など）多少の課題はありますが、こ

の「夢の図書館」を作りたいなと思って

おります。なかなかハードルは高いです

が。    ついでにもう少し本につい

てお話しましょう。どれぐらい本を買う

のでしょう？作家の井上ひさしさんは２

００万円/月の古本を購入させているそう

ですよ。さて読んだ本、不要になった本

はどうするか。先ほどの「私設図書館」

があればそこに寄贈する。売りたいとき

は「専門書店」に売る（買ってもらう）

これは愛蔵書の価値を理解してもらえる。

決してブックオフなどに売るのは論外で

す。それこそ二束三文。古書店にはそれ

ぞれ得意の分野があるようです。大阪梅

田の「かっぱ横丁」ではよくその取り扱

う店の特色が出ています。  あと紙面

がもう少しありますので・・・ 本の市

場規模について １兆 5400 億円（2018

年度） 電子出版が伸びてきている反対

に紙ベースの書籍は 1997 年をピークに

減少傾向にあるそうです。 

一方紙コミックも 20 年前から減少傾向。

要は本が読まれていない状況にあるというこ

とです。  電車の中で本を読んでいる人の

数とスマホをいじっている人の割合をみれば

理解できると思います。そうして製本された

本は100冊のうち40冊は出版社に返品される

のだとか。以外に多いですね。これは返品さ

れる本を見越して価格設定しているのでしょ

うが、利益がでるのか少し心配です。最後に

ネット購入で町の本屋さんが消えて行く。寂

しい限りです。本は手でめくり、内容を確認

（以前にも記載しましたが文庫本などのオビ

とか裏表紙のあらすじなどを読み確かめて買

う楽しみもあると思います。さらに読んでい

くうちにいくらでも戻ることができます。私

は読み進むうちに登場人物を確認することが

よくあり、紙の本だとある程度のページまで

戻ることが簡単です。これは皆さんも経験が

おありでしょう。ではこの辺で終わりとしま

しょう。また次回お楽しみに。     （記）

廣岡敏正 

hirooka-red@kkh.biglobe.ne.jp まで 
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