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大乱世の菅 、応える時‼
す が

“たたき上げ”だからこその政策判断で危機突破へ‼
平時、乱世、
大乱世

かつて田中角栄元首相が有望な若手議
員の将来について「平時の羽田（孜）、乱世
の小沢（一郎）
、大乱世の梶山（静六）
」と
語ったとされています。
「ポスト安倍」が囁かれ始めた時、作家
の大下英治は、その伝になぞらえて
「平時
の岸田（文雄）、乱世の石破（茂）、大乱世の
菅（義偉）」と評しました。

“時”は大乱世
す が

今般、新たに菅政権が誕生しました。

これまで経験のない国難ともいうべき
状況を“大乱世”と捉えれば、“時代”が、政
治家 菅義偉を内閣総理大臣として求め
たのかもしれません。
す が よ し

ひ で

コロナの感染拡大は収まりつつあるも
のの、“第 2 波” “第 3 波” に備えた対応は
急務です。ましてや “医療崩壊” は何とし
ても防がなければなりません。

す が

菅総理にあっては、“たたき上げ” だか
らこその “現場の声” を反映した政策を進
めてもらわなければなりません。それこ
そ国民が “大乱世” にあって求めているこ
とです。

That s あかま二郎

S
生年月日 S43.3.27
身長・体重 177cm ／ 69kg
おせん
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好物 おせんべい、
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靴
靴み
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アイロン掛け
得意 靴みがき、
妻
（中1）
家族構成 妻・長男

同時に、コロナ禍で戦後最悪の落ち込
みとなった経済。“ヒトも、モノも動かな
い”状態が続けば、持ち堪えられない中小
長 （小1）次女（5歳）
長女
事業者が次々と廃業に追い込まれます。
相模原生まれ
相模原生
相模原
模原
原生まれ（52 歳）
経済対策は待ったなしです。

“たたき上げ”だからこそ

こうした“大乱世”にあって、
「前例がな
い」だとか「省庁の壁」などといった理屈
は“百害あって一理無し”、です。
“感染拡大を十分に抑えつつ、社会・経
済活動を維持する” という極めて難しい
“舵取り”であり、言うなれば、アクセルと
ブレーキを巧みに使い分ける “技術” が求
められます。
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☎042-756-1500（あかま二郎事務所）

コロナ対策

“インフル” ワクチン接種 高齢者優先 10月上旬から

厚生労働省は、今冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエン
こうした対応は、新型コロナの流行が懸念される中、インフルエン
ザの同時流行を見据え、65歳以上の高齢者や医療従事者に優先的な ザワクチンの需要が高まることが予想され、希望される方々全ての
接種を呼びかけることといたしました。
ワクチンを10 月上旬に供給することが難しい状況にあるためです。
具体的には、定期接種の対象となっている65歳以上の高齢者には
是非、国民の皆さまにには十分なご理解をいただくとともに、相模
10月前半からのワクチン接種を呼びかけ、医療従事者・基礎疾患の 原市にあってインフルエンザワクチンの接種を希望される方々は
ある方・妊婦・乳幼児
（生後 6ヶ月〜小学 2 年生）
には10月後半から希 「相模原市の広報」
を参考にしていただきたいと思います。
望する方への接種を呼びかけます。

相模原市と国の“パイプ役”として

新型コロナ感染拡大防止対策を ― 厚生労働省へ
（左から

あかま代議士

橋本厚労副大臣

本村相模原市長）

雇用の維持と経済活性化を！― 経済産業省へ
（左から

あかま代議士

本村相模原市長

牧原経産副大臣）

やっぱり、
頼れるのは
「あかまさんだよネ！」

「かゆいところに手が届く政治家」

「経営者の相談に親身になって」

「コロナの影響が続き、あれこれ不安に感じて
た時、あかまさんが『大丈夫？何か心配なこと
ない？』って気軽に寄ってくれ、本当に心強い
です。何ていうのか、かゆい所に手が届く政治
家だよ」
菓子店経営 黒澤章典さん

「経営者としてコロナの影響をアレコレ心配
している時、親身になって相談に乗ってくれ
たあかまさん。これまで国会議員って “遠い存
在”だったけれど、あかまさんは本当に“身近”
です。」 会社経営（製造業）松永晃一さん

「やることがとても早いわよネ」

「頼れるのは、あかまさんだよ」

「コロナで心配な時期に、スグに正確な情報を
私たちに届けてくれるから助かるわ。他の人
にはできないわよね。確か、東日本大震災の時
も計画停電の情報を素早く手元に届けてくれ
たわよネ」
緑区 大塚節子さん

ご近所迷惑 !?
息子雄二郎（中１）は庭にある鶏小屋で
４羽のウコッケイを飼っています。
正確には、家の中にある段ボール製の小
屋に、あと2羽（ヒナ）
。さらに9月に生ま
れたヒヨコ 1 羽もいます。
つまり、あかま
家にはウコッケイが計7羽も。
いずれも、雄二郎が卵から孵化
（ふか）さ
せ、大切に育てている鶏たちです。
通常の卵よりも栄養価が高くて 真っ黄
色 な卵が産まれるようにと、エサに「エ

「あかまさんは、必要な情報を高齢者にも分か
りやすく伝えてくれるよね。この間も、あかま
さんの“情報誌”を老人会の皆んなにコピーし
てあげたら、皆んな『やはり頼りになるよ
ネ！』って言ってたよ」 中央区 白井稔さん

ビ」やら「小魚」、さらには「ウコン」などを
混ぜ、エサやり に精を出しています。
ママからは「雄ちゃん、ウチのウコッケ
イには お金 かかっているわネ〜」などと

で鳴くことしきり。
ご近所から「あかまさん家のトリ、ウル
サいわネ〜」と言われはしないかと毎日ヒ
ヤヒヤです。

イヤ味を言われながらも。
さて、庭の鶏小屋のウコッケイたち。生
まれて9ヶ月となり、そろそろ 立派な卵
を産むのでは？ と期待をしているところ
です。
ところが、問題も発生！
ウコッケイはウコッケイ。最近は、朝 4
時半くらいから「コケッコッコ〜」と大声

ママからは「雄ちゃん、ご近所迷惑にな
るといけないから、里子（さとご）に出そう
よ！」と迫られている雄二郎ですが、
「卵を
産むまで待ってて！」
と抵抗しています。
卵が先か?里子（さとご）が先か?はたま
たクレームが先か?
とりあえず、世帯主として「ご近所の皆
さん、ゴメンなさい！」

