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〜各社駐在員より世界各地のいま

～各社駐在員より
世界各地のいま
―各国のコロナ事情レポート―

オランダ

Canon Europa N.V.

お やま さと し

尾山 智士

私は2016年の夏より、オランダ・アムステルダムの南側

シャルディスタンスの維持、企業においては可能な限りの

に隣接しているアムステルフェーン市にオランダ2度目の駐

在宅勤務などが推奨され、食料品店やドラッグストア、ガ

在をしており、今年で通算10年を迎えようとしています。

ソリンスタンドなど一部の店舗以外は営業停止となり、コ

オランダの国土は日本の九州ほどで、約1,700万人が暮らし

ロナ禍の生活が始まりました。弊社でも在宅勤務が推奨さ

ています。ヨーロッパ北西部に位置し、チューリップ畑や

れ、私も丸一年以上在宅勤務を継続中です。ロックダウン

風車といったオランダらしい風景が見られるキューケンホ

の初期段階では、スーパーマーケットで商品が棚から消え

フ公園、ゴッホ美術館、縦横に走る運河等が有名な、水が

るという事態が1週間ほど続きました。オランダ語では買占

豊富な低地の国です。主要都市以外でも英語が通じる場所

めのことを、Hamsteren（ハムスターのこと）と言います。

が多いため、他のヨーロッパ諸国に比べると日本人には比

オランダ人の多くも、ハムスターが頬いっぱいにヒマワリ

較的住みやすい国と言えるかもしれません。

の種を蓄えるように、スーパーマーケットのカートを満杯
にして歩く姿が見受けられました。

オランダで初めて新型コロナウイルス感染者の報告がさ
れたのは、近隣の欧州諸国と比べて若干遅く、昨年3月初旬
でした。そこから瞬く間に感染者数は増加し、公式に最初
の感染者の報告が出てから2週間ほど経過した3月中旬、政
府からロックダウンの実施が発表されました。1.5m のソー

寒波に見舞われ凍った湖でスケートを楽しむ人々

ロックダウン4日目のスーパーマーケット

数年来の寒波に見舞われたオランダでは運河や湖が凍りました。コロ

（2020年3月）

ナ禍で外出を控えていた人々も、老若男女問わず氷に覆われた天然の

写真はスナック菓子の棚です。生鮮食品やト

スケートリンクを楽しんでいます。

イレットペーパーの棚も空になりました。
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―各国のコロナ事情レポート―
日本ではインフルエンザ予防や花粉対策としてもマスクを
着用するため、生活の一部としてある程度マスクが認知さ
れています。昨年春には感染予防のためにマスク需要が高
まり、マスクが不足するという社会問題も発生しました。
しかしヨーロッパ諸国、少なくともオランダではマスクを
着用する習慣がありません。オランダ人にとってマスクは
重病の人がするものであり、マスクをしなければならない
ような体調の人は外出を控えて家で寝ているべき、と考え
ています。私は感染予防のために買い物に行く際にもマス
クを着用していましたが、マスクをしているが故に感染し
ているのではないかと疑われているような視線を感じまし
た。
ヨーロッパ諸国では新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い徐々にマスク着用が義務化されていきましたが、オラン
ダで屋内におけるマスク着用の義務化は、12月まで待つこ
とになりました。マスクをすることで得られる安心感から、
ソーシャルディスタンスを取らなくなり、逆に感染が広が
る可能性があるという考えが背景にあったためです。もっ
と早く義務化してくれれば良かったのにと思う反面、漸く

お店の入り口にある看板
店舗入口にアルコール消毒やマスクを勧める看板がありま
す。こちらのお店では、買い物かごを持って入店しなけれ
ばなりません。買い物かごの数で入店できる人数を制限し
ています。

皆がマスクをするようになってくれたと安心もしました。
しかしマスク着用の習慣が定着していないためか、建物か
ら出た瞬間にマスクを外す姿も多く見られます。
オランダは比較的住みやすい国と最初に述べましたが、
このような状況下での感染時の対応や体制を考慮すると日
本にいる時程の安心感はやはりありません。感染に注意を

コロナ禍の生活において、私が日本の文化とヨーロッパ
の文化で異なると感じたのはマスクに対する考え方です。

シンガポール

払いながら、早くコロナ以前の生活が戻ってくることを心
待ちにしています。

なか の

ひろふみ

Ebara Engineering Singapore Pte. Ltd. 中野 博文

・新型コロナウイルス状況下でのシンガポール生活の変化
現在も世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス
の状況ですが、昨年の流行拡大当初はシンガポールではロッ

い料理が宅配サービスで手に入り、日本食のスーパーも普
及しており日本の食材も手に入るのでなかなかダイエット
が進まず悪戦苦闘しています。

クダウン（都市封鎖）と呼ばれる学校などの教育機関、オフィ

また、観光の面についても影響が出ています。シンガポー

ス、国境などの閉鎖があったものの現在では市中感染も限

ルには様々な観光地がありますが、旅行客が減ったことで

定的な状況で改善に向かっています。

どの観光地も人が減っています。以下の写真は休日に行っ

しかし、外出時のマスク着用はもちろん、レストランや

たマーライオンの写真です。新型コロナウイルス以前は写

ショッピングモール等の入出履歴が細かにアプリなどで管

真を撮る観光客でごった返していた印象ですが、最近行っ

理され、スポーツや大人数の会食を含む8人以上の集まりが

た際には人もかなりまばらで数えるほどしかおらず、とて

禁止されるなどさまざまな制限があり、生活習慣が大きく

も寂しく感じました。

変わりました。
私自身も新型コロナウイルスの影響によりインドア生活
になったことで昨年より5キロ以上太ってしまい、ダイエッ

シンガポールにおいてもワクチン接種が始まり、状況は
改善を見せていますが、まだまだ入国や外出の制限が続く
と予想されるので早く正常化することを願っています。

トに勤しむ日々が続いています。多民族国家のシンガポー
ルでは中華料理や東南アジア料理などの様々な国の美味し
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ホール工場を立ち上げて運用しています。立ち上げた新工
場では既存の工場で課題と感じていたものの、すぐに改善
が難しかった工場レイアウト部分や部品調達の課題に対し
ても改善を行い、効率的なオーバーホール体制の構築を図
ることができました。初めての経験が多く難しい課題は引
き続き多いですが、コロナ禍での周囲環境の変化が改善の
一つのきっかけとなったと感じています。また、現在はリ
モートを活用しながらサポートを行っており、貴重な経験

人がいないマーライオンの様子

となっています。
5G が本格的に稼働を始め、半導体は身の回りのコン

・新型コロナウイルス状況下での業務の変化

ピュータからスマートフォン、家電などその他の多くの電

私が所属しているのはエンジニアリング部という部署で

子機器のすべてをネットワークでつなぐ IoT 技術などの実

す。半導体向けコンポーネント製品（ドライポンプ等）を

現において欠かせない重要な部品となっています。昨今の

対象に製品の改善やトラブルサポートを行ったり、使用済

半導体需要の増加によって半導体にかかわるすべてのメー

みポンプのオーバーホールのサポートを行う業務を主に担

カーで業務の効率化やスピード感が求められており、業務

当しています。

や情報の取捨選択がより重要となっています。新工場立ち

このコロナ禍の状況で業務についても大きく変化があり

上げなどのコロナ禍により増えた業務がある一方で、出張

ました。一番大きなインパクトがあったのはシンガポール

や会議に代わりオンライン会議でも業務が進められ大幅に

のロックダウンに伴い、隣国マレーシアとの国境が封鎖さ

効率化できることが証明され、今まで行っていた業務につ

れ、入出国が制限されたことです。弊社はマレーシアとの

いてももっとより良く簡単な方法はないのか、本当に必要

国境に近い Tuas という地域にオーバーホール工場を構え

なものなのかということを改めて考える良い機会になりま

ており、組立ラインなど工場の従業員の多くはマレーシア

した。コロナ禍での気づきをきっかけに身近に潜む課題を

から通勤していました。しかし、国境が封鎖され従業員の

一つ一つ探し、深く考えて今後も取り組みながら、新型コ

通勤ができなくなったため、マレーシアに新たなオーバー

ロナウイルスの状況が落ち着くことを願いたいと思います。

ドイツ

EBARA Precision Machinery Europe Gmbh

3月28日、ヨーロッパは夏時間に切り替え、ドイツでは日
照時間が段々長くなり、気温も暖かくなってきました。花
が咲き始め、芽生え始める植物、小鳥の鳴き声で長く寒く
暗い冬が終わり、また春が来たと感じつつ、コロナの世界
38
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ぎょうせい

楊 暁青

的な蔓延も一年間続いたことを実感します。
・ドイツのコロナ感染状況
ドイツ本土でコロナが蔓延し始めたのは2020年2月末頃で
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した。3月上旬に入国規制を始まり、中旬には各連邦州にお

ランスを探りながらやっていくことを実感しました。

けるロックダウン処置が続々と始まりました。当時は人が

マスク：コロナ感染が広がった最初の頃は、ヨーロッパで

集めることを防ぐ処置がメインで、例えば、イベントの中止、

はマスクを着用することにすごい抵抗がありました。それ

日常生活を維持する為以外の商店の開店禁止、飲食店の営

は、マスクは病気の人がつけるだけの物だと考えるのが一

業時間短縮、
レジャー施設の営業停止等がありました。約2ヶ

般的で、予防の為にマスクを着用する習慣はなかったから

月のロックダウンを経て、感染者人数が減ってきて、5月か

です。去年3月にコロナが流行しはじめた時、自分はコロナ

ら制限処置が緩和されたと同時に、交通機関及び店舗にお

ウイルスは空気感染することが分かっていたため、スーパー

けるマスク着用が義務化されました。5月から9月まで、感

等での買い物の時に、マスクをつけたかったが、周りの人

染状況が落ち着いてきましたが、イベントは引き続き中止

がつけず、つけて変な目で見られたくないので、わざわざ

となり、ソーシャルディスタンスを保つこととマスク着用

早朝等混んでいない時にスーパーで買い物しました。5月以

は依然として必要となっていました。しかし、9月からまた

降、連邦政府からマスク着用を義務化した後、一部不満に

感染者数が増え、10月以降は厳しいロックダウン処置が実

思う人もいますが、ほとんどの人は規則に従い、店舗や交

行される度、感染者人数が減っていくが、処置が緩和され

通機関ではマスクを着用しています。お年寄りがコロナを

た後、また感染者人数が増えていくという繰り返しでした。

感染した後の死亡率が若者より高いのもあり、屋外で歩く

それは主に各国で発見された感染力の強いコロナウイルス

時も自主的にマスクを着用するお年寄りをよく見かけます。

の変異種の感染が広がったためと考えられているようです。

商店：スーパー等食品を提供するお店はロックダウンの中

また、ドイツは1月からワクチン接種が始まりましたが、

でも通常営業していますので、日常生活には特に不便を感

ワクチンの数が足りない等の理由で、未だに8.6％の人口し

じたことがないです。お店側もアクリル板でレジを囲んだ

か接種されていないと言われています。アメリカ、イギリ

り、入口で手の消毒液を提供したり、顧客が多すぎる時に

スの接種率より全然低く、EU 内でも決して高い比率では

入場制限をかかる等安全安心でサービスを提供できるよう

ないようです。ドイツの製薬会社 BioNtech は2021年3月に

に色々工夫しています。小売業に関しては、ロックダウン

Marburg で新しい工場が稼働し始め、今年の上半期に2.5億

の繰り返しの中で、店舗での営業はやはり難しく、今はオ

のワクチンを生産可能とのニュースがあり、これからはワ

ンラインで注文し店頭で受け取るサービスを提供するお店

クチン接種率は徐々に上がるでしょう。

が段々増えてきています。ドイツは意外にネットでの買い
物が日本みたいに流行っていなかったが、今回コロナの影

・日常生活と仕事

響で、ネットショッピングが普及し始めたようです。

ホームオフィス：社内感染を防ぐ為、去年3月中旬から会社
はホームオフィスを開始しました。今までは、通勤という

・終わりに

行動で仕事のオンとオフを切り替えましたが、ホームオフィ

2020年はコロナの影響で、すごく特別な一年になりまし

スとなって最初のころは、オンとオフの新しい切り替えを

た。旅行、出勤、買い物、外食等今までに当たり前のこと

見つかるまで少々時間がかかりました。また、お子さんが

ができなくなり、色んな会社や業界では想定外の衝撃を受

いて共働きのドイツ人同僚が家で子供の世話をしながら働

けました。しかし、ピンチはチャンスでもあり、それをきっ

くのが大変だったこともよく聞きます。ホームオフィスが

かけに今までのやり方を見直し、新しいやり方を試してみ

常態化していく中で、国に問わず皆が一生懸命に新たなバ

てもよろしいかと思います。

* 出典：Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard、2021年4月4日時点
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IKEA でお買い物中

スーパー入口でもマスク着用の注意喚起

ショッピングモール内共用スペースの椅子は全て撤去

アメリカ

店内での防疫対策

Hitachi High-Tech America, Inc.

かわ の

けんすけ

川野 賢右

3月時点で、COVID-19の累計感染者数は全米で3千万人

ンドに来ました。同居している子供達は、昨年3月からオン

以上で、死者数は50万人を超えています。子供の友達の親

ライン授業になっており、4月にようやく新しい学校に登校

戚が何人も COVID-19により他界していて、COVID-19→

することができるようになりました。早く COVID-19の問

死亡、というのも決して他人事ではないと感じています。

題が解決して、元の生活に戻ることを祈って止まないです。

また、米国でも例外なく、業界によっては大打撃を受けて
おり、ショッピングエリアでは退居した店舗が目立つ場所
もあります。
オレゴン州ポートランドのダウンタウンは、平日でも閑

まずは、業務や生活面への影響についてお伝えしたいと
思います。弊社では、昨年3月中旬から在宅勤務が始まって
います。出社しているのは、主にはサービス関係や解析など、

散としていて、歩いているのは、近所に住んでいると思わ

どうしても出社が必要な人員に限られています。当然です

れる人かホームレスがほとんどに見えます。オレゴン州で

が、従業員の安全を第一に業務を遂行しています。在宅勤

は新規感染者数の基準を設け、郡単位でモニタリングし、

務の期限は何度も延長されていて、解除の目途はたってい

規制がかけられています（屋内での食事の可否、小売店内

ません。私自身、平日の外出は散歩や近距離のドライブに

の入場制限、映画館やジムの入場制限、等）。3月現在、オ

限っていて、家族に限っては平日はほぼ外出無しの状況で

レゴン州の新規感染者数は減少傾向にあり、例えばポート

す。

ランドでは、レストランの屋内での食事が解禁になったと

在宅勤務や限定的な出社を伴う業務は多岐にわたってい

ころです。学校も、4月から1年ぶりに、週2日の登校を伴う

て、日本で言う免許センターなどもその一つです。オレゴ

Hybrid 授業が開始することになりました。私は家族と共に

ン州では筆記試験は予約制で何週間か先の日程を予約する

昨年6月にテキサス州ダラスから異動でオレゴン州ポートラ

状況で、車の登録は郵便で書類や小切手を送る必要があり、
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ドでは Chrome book が元々支給されています。ダラスの場
合は、家庭の Wi-Fi の状況が芳しくない生徒を対象に、ス
クールバスを何か所に配置し、子供達のオンライン授業を
サポートしていました。稀なケースとは思いますが、ポー
トランドでは、保護者の会社で Wi-Fi に接続し、オンライ
ン授業に出席していた生徒もいたようです。また、両地区
とも、平日に学校でフリーミールが配布されていました。
ポートランドでは、4月から登校する全ての生徒を対象に、
希望者には朝食と昼食の無料配布があります。子供達の学
ぶ権利を守る為に、非常に手厚いサポートと思います。尚、
印象的な出来事と言えば、小学校の卒業生を対象にしたド
ライブスルーセレモニーがありました。生徒たちは学校に
通えなくなったので、先生にも直接会えず卒業を迎えます。
そこで、生徒が車に乗ったまま、学校のドライブスルーレー
ポートランドでは、ところどころに桜があります。
今、ちょうど満開です。
ナンバープレートの取得には2から3か月を要します。また、

ンで学校の先生、スタッフに挨拶できて、お祝いするとい
う企画です。私自身、とても感動しました。
一方で、身近では発生していませんのでニュースレベル

アパレル関係や飲食店などでお店を閉じてしまうケースも

になりますが、アジア系住民へのヘイトクライムも多発し

珍しくはありません。ただ、飲食店に限っては、米国では

ているようです。先日、ジョージア州アトランタで8名が殺

もともとドライブスルーやお持ち帰り文化が根強く、多く

害された事件は大きく報道されました。学校から翌日には、

の人がこれらを利用しているように思います。

アジア系の生徒をサポートする旨の声明出て、その翌日に
はアジア系の生徒を対象とした Zoom meeting が設定され

ここからは、米国ならではのトピックスを紹介します。
米国の学校は日本に比べると IT 化が遥かに進んでいます。
その結果、オンライン授業への移行は非常にスムーズでし
た。ダラスの学校では授業や宿題用に iPad が、ポートラン

フランス
はじめまして、堀場製作所の馬屋原（うまやはら）です。
フランス南部・モンペリエのグループ会社で広報の仕事に

たりしていて、多民族国家ならでは、かつ素早い対応がな
されています。
ダラスとポートランドでは大きく状況は異なりますが、
身の回りのトピックスを紹介させて頂きました。

HORIBA ABX SAS

うま や はら まさ こ

馬屋原 昌子

しながら耳を傾けていました。日本ではコロナと向き合い
いかに共存するかという「WITH コロナ」という考えが割

携わっています。それでは早速こちらのコロナ事情をお届
けしたいと思います。
コロナは戦争？！
フランスも初めはおそらく他国同様、よその国の切迫し
た状況を横目に未だどこか他人事といった様子のようでし
た。が、それが一転したのが昨年3月中旬。それは大統領が
テレビ演説で放った「開戦宣言」でした。大統領はテレビ
演説の中で「我々は戦時下にある」と、深刻な感染状況を
このように例えて非常事態を宣言し、一致団結へ向け国民
の士気を鼓舞したのです。
私は「ええっ、戦争っ？！」とその言葉に衝撃を受けつ
つも、続けて説明されていた厳しい外出制限の内容に緊張

毎回国歌イントロで始まり演説後は「共和国万歳、フラン
ス万歳」で締めくくられる大統領演説
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海外便り

〜各社駐在員より世界各地のいま

と早くから言われていたように思いますが、それに対して
この戦争という表現たるや何と攻撃的なこと。幾度となく
自然の脅威に晒される中で無理に抗わず生き残る術を身に
着けてきた日本と、声を上げ立ち上がり血を流す戦いの末

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

に権利を勝ち取ってきたフランス。このような両国の違っ
た面を想起させる大統領演説だったのでした。
ロックダウン中の厳しい外出制限、そして延長、延長

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

こうして始まったフランスのロックダウン。国境は封鎖
され厳しい外出制限が敷かれました。仕事はテレワークに

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

替わり、学校は休校。飲食店や娯楽施設をはじめ生活必需

Lavez le dos des mains

品以外を扱う商業施設は閉店を余儀なくされました。特例

Lavez entre les doigts

で外出を許されるのは業務特性上テレワーク不可能な仕事
での移動、食糧品の購入、遠隔で行えず急を要する診療・

Frottez le dessus des doigts

治療のための外出、司法・行

Lavez les pouces

政による招集に限られます。

Lavez aussi le bout des doigts
et les ongles

証明書を外出の度に記入、携
帯せねばならず、違反者には
罰金が科されるというもので
した。こうなるとほぼ軟禁状
態ですが、さすがに四六時中

W-0311-001-2003 – 27 mars 2020

これらの外出時には特例外出

Séchez-vous les mains avec une
serviette propre ou à l’air libre

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
( I N FO R M AT I O N I N F R E N C H )

0 800 130 000
(toll-free)

正しい手の洗い方ポスター

を室内で過ごすのは心身衛生

いから立ち去るフランス人の背中を「あれ、いま、手・・・。
」

上良くないということで、日

と思いながら見つめる事が時々。多民族国家で階級格差社

に一時間以内、自宅から1㎞

会と言われる国だからでしょうか、前述の大統領テレビ演

以内で行う個人的な運動や散

説では大統領が国民に対し「石鹸を使って手洗いをしっか

歩は同じく特例外出理由とし

りしましょう」と訴えていたのには何か大きなカルチャー

て許されていました。

ショックを感じてしまいました。

この厳しい外出制限は当初
2週間の予定でしたが状況回

外出制限中の過ごし方

特例外出申請書は現在

復 せ ず、2週 間 延 長、 そ の 後

さて、厳しい外出制限中でも楽しみは必要ですよね。楽

携帯アプリで申請可

更に1か月延長され合計2か月

しみを見出すことにかけては抜きんでているフランス人。

程続いたのでした。

パンづくり（小麦・イースト品切れ続出）
、ベランダで日曜

フランスの衛生事情

大工（うるさい）、絵描き、陶芸、日焼けや筋トレなど思い
思いの過ごし方をしているようでした。

皆さんお察しのとおりと思います。マスクは今では公共

私が楽しみにしたものは散歩でした。こちらでは世代問

の場では殆どの人が着用していますが以前は着用に懐疑的

わず多くの人がよく散歩します。自然が身近な所も多く場

でした。話好きで説得、交渉上手なフランス人が慣れない

所によってはハイキングとも言えてしまうフランスの散歩。

マスクをして話すのは非常に辛そうで、暑いだの息ができ

外出が許される１㎞圏内に一体どんな目を引くものがある

ないだのと文句を言いながらも皆で衛生対策を講じていま

でしょうか？以前の私だと目もくれず車で通り過ぎた場所

す。なかには話がヒートアップすると思わずマスクを顎ま

が歩いてみると発見の連続でした。数々の隠れ小道に澄ん

で下げて自分の声を通そうとする人もおり、その度に私は

だ小川と魚、緑のトンネルを抜けると白馬が、その先にぶ

目をむいてしまいますが、そんな時は自分のマスクを正し

どう畑。枝だけの寒々しい姿だったぶどうは制限解除の頃

て心の中で「何のためにマスクをしていると思って？」と

には見事に緑一面に変わり、その日々の成長ぶりに活力を

突っ込んでは心を落ち着けます。

貰いました。強い日差しに澄んだ空と乾いた空気。地中海

次に手洗い。これも今では学校内での指導も行われずい
ぶん浸透してきていると思いますが、コロナ以前はお手洗
42
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性気候の快適さも手伝って外出制限期間を鬱々とせず乗り
越えることができました。
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―各国のコロナ事情レポート―
コロナ禍でもデモ
フランスでストライキ、デモ、暴動が多いことはご存じ
と思いますが、なんとコロナ禍でも行われているのです。
毎晩20時に医療従事者に称賛の拍手を送る人もいる一方、
大勢で声を上げて練り歩き、機動隊が放つ催涙ガスに無関
係な人たちも巻き込んでしまうという事も起きています。
皮肉にもマスクが催涙ガスにも役立つことを私はコロナ禍
のデモで経験したのでした。

ひざ丈のお化けタンポポ発見
コロナ検査・ワクチン接種事情
フランスの検査体制は必要な人が必要な時に無料で受け
られる体制が整っています。
検査必須の場合以外でも、自主的に検査を受けたい人も
気軽に行えます。私は PCR と抗原検査を3回受けましたが、
抗原検査は近所の薬局で予約は不要、15分ほどで結果が貰
えました。
ワクチン接種は現在（4月初旬）高齢者の接種が進み、8
月末にはすべての成人の接種希望者が接種可能になると言
われています。接種の人手不足解消のため薬剤師、歯科医、

こんなユニークで平和なデモもあります
今ではフランスも「WITH コロナ」？
前述のロックダウンが解除されて以降、フランスの状況

獣医、消防士などもワクチン注射を打てるための訓練が行

は他国同様に一進一退を繰り返し、秋に2度目のロックダウ

われると報道されていました。

ン、解除後も夜間外出禁止が継続し、4月上旬現在、3度目
のロックダウンに突入したところです。娯楽施設や飲食店
は2度目のロックダウン以降、閉鎖が続く厳しい状況です。
人々の働き方やライフスタイルはこの一年で大きく変化し
私の赴任先もこの一年、テレワーク可能な社員はコロナの
波に応じてテレワークと出勤の比重を調整しながら適応し
てきました。
一度目のロックダウン突入時に戦争に例えられたコロナ
流行ですがこのロックダウン解除の頃の演説では「ウイル
スとの共存」が必要と言われていました。苦しみながらも
共存して1年が経ち、未だ暫く続きそうな気配に辟易する声
も聞こえますが、困難に見舞われた時こそ不満を口にしな
がらも結局は立ち上がり、持ち前のアイデアと先手必勝の
スピード感を持って戦おうとするのがフランスなのではな

列の先右のテントが検査場所

いかな、と思っています。最後までお読み頂きありがとう
ございました。
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