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プレゼントありクイズに挑戦してみよう！！

⬅こたえ？

問４．タラちゃんは何歳？
歳こたえ➡

※マンガ「サザエさん」のフグ田タラオ
？

m

問３．スカイツリーの高さは？
３６
　⬆
こたえ

？

問５．敬老の日は何月？
月？こたえ➡

賞品
・お買い物ギフトカード10名様

提供　ASA南生田／高橋工務店

問1から問5のこたえの合計！！

？
問5
=＋？

問4
？
問3
＋？

問2
？
問1

＋＋

・お名前・学年・住所・連絡先

▶ASA南生田店頭へ　▶FAX.044-975-0836
▶info@love-nagasawa.org

記入して

※ごかぞくとそうだんしておうぼしてください！！
※いただいた情報はこの企画以外使用しません。
※子どもたちが楽しめる企画としてご理解ください！！
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当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます
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お問合せ：長沢まちづくり協議会　TEL.044-976-0540（ASA南生田）

SHIGENARI2－多きを解き明かし摩天楼へ－
ピクニックタウン多摩区×まち歩き謎解きゲーム

　多摩区の歴史や魅力を盛り込んだ完全
オンライン型の謎解きゲーム「ＳＨＩＧＥＮ
ＡＲＩ２」が開催中！！

　ゲームのストーリーは、枡形城や長沢諏
訪社にも深く関わった。源頼朝の重臣「稲
毛三郎重成」が現代の人へ残したメッセー
ジからはじまる。
　メッセージである暗号を解いてゆく仕組
みで、暗号の範囲は、稲田堤や読売ランド
前、生田駅周辺エリアと様々だ。

⬅https://tamaku-nazo.net

スマホ片手に挑戦してみてはいかがですか？
9月17日（金）まで開催！！

（多摩区主催）

新型コロナウイルス感染症関連の
最新情報は川崎市ホームページで

神奈川県　
緊急事態宣言延長
9月12日(日)まで

人混みは危険 生活に必要な場合を除き外出自粛

ぶらり通信（オンライン編）

必要なお買い物！！　感染対策をお願いします。
デリバリーやテイクアウトもご活用ください！！
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かわさきSDGsゴールドパートナー
長沢まちづくり協議会
連携企業・団体

長沢地域のSDGs VOL.1

　SDGs（持続可能な開発目標）は、2015 年に国連で採択された「2030アジェ
ンダ」に掲げられた、国際社会全体で取り組むべき世界共通の目標です。
　SDGs では「誰一人取り残さない」ことをキーワードに 17 のゴールと169
のターゲットの達成を目指して取り組むことが求められています。　

　「かわさきSDGs パートナー」は、SDGs の達成に向けて取り組む企業・団
体の皆様を川崎市が認証する制度です。

「かわさきSDGsパートナー」とは？

英 国 α アルファ 複 数 国 η イータ
南 ア フ リ カ β ベータ フ ィ リ ピ ン θ シータ
ブ ラ ジ ル γ ガンマ 米 国 ι イオタ
イ ン ド δ デルタ イ ン ド κ カッパ
米 国 εイプシロン ペ ル ー λ ラムダ
ブ ラ ジ ル ζ ゼータ

“各国 の 変異株”

　ただ、今回のワクチンのように公共性の高いもので、圧倒的に需要が供給
を上回る特殊なケースの場合、先着順は弊害の方が大きくなってしまいま
す。ワクチンは無料なので、通常の市場で行われる価格調整で、需要と供給
のバランスをとることはできません。
　ワクチン接種の混乱を防ぐためとは言え、予約券が届かないと受けられま
せん。ワクチン接種が進んでいる情報に、あせる気持ちが半分！にもかかわら
ず毎日のように先週を超える新規感染者数が発生していますし、何処に命の
優先が あるのでしょう？
　また企業の職域接種が始まり、現役世代への接種が本格化すると、自治体
や勤務先によって、接種のスピードに顕著な差が出て「不公平感」が社会全
体に醸成される可能性もあり、接種の対象が多様化していくなかで政府や自
治体は、さまざまなニーズをどう吸い上げて工夫できるか、知恵を絞り続け
る必要があります。コロナ禍にあえぐ世間をよそに、当局は、この混乱を予想
できなかったのでしょうか？
　信頼がなければ不安や不満が生まれます。説明もなく 情報もなく納得で
きません。まるで「政治」が言葉を失っているようです。
メディアによりますと6月20日現在で、2回目接種率は65歳以上で12,99％、
全ての年代では わずか 3,80％に とどまっています。
　ちなみに 医療機関に支払われるワクチン接種費用は、全国統一単価で
1回につき＠￥2,070で 初診料よりも低いそうです。
　《エピローグ》 厚生労働省の HP を見ると WHO は新型コロナウィルスの
新たな “ 変異株 ” の脅威が置き換わり5月31日、変異株を検出して報告し
た国について、下記のようにニュートラルに割り当て、各国やメディアに新名
称の採用を推奨しています。

 

　《フィナーレ》 朝日新聞 2021,6,22（火）、大岩ゆり記者の レポ－ト
　『ワクチン接種後に注意すべきポイントは 3点』　以下 要約引用です。
① 身体的距離の確保、② マスクの着用、③ 手洗い励行と、これまで通り「3
密」を避けた上で、
　（1つ目）打ってから感染を防ぐ時間差について、国立感染研究所は 5月、
「新たな感染の報告率は」 １回目の接種から 12 日前後を境に下がる傾向が
見られた」と発表。
　（2つ目）打つ回数、2回打つことが前提、1回だけでは効力が十分とはい
えない。たとえ2回の接種を終えても、感染を100％防げるわけではない。
　（3つ目）のポイント、アメリカ疾病対策センターは、4月末の時点で接種を
終えたとされていて感染がわかった人の割合は、0・01％ 程度完璧では
ないにしても、ワクチンが新型コロナによる発症や、入院を防ぐ高い効果を
もつことに変わらない。
 5月２５日（火）付・朝日新聞 “ かたえくぼ ”欄
 『国民には “ワクチン打ち手不足、打つ手不足と聞こえます ”』

　参考文献
　　栗野盛光 ［2019］ 『ゲーム理論とマッチング』 日経文庫。
　　大岩 ゆり ［2020］ 『新型コロナ制圧への道』  朝日新書。

　《プロローグ》　75歳以上の接種を巡る混乱
　ワクチンの供給量や態勢が少量にもかかわらず、圧倒的な需要があるとき
先着順にするとスピード競争となって、われ先に ☎ or web による アクセス
が集中します。多くの自治体が採用する予約システムは「早い者勝ち」となっ
ているため、役所に人々が殺到したり、各地で混乱が広がりました。
　市場の制度設計を考える「マーケットデザイン」の権威、慶応義塾大経済
学部の栗野盛光教授は、“需要と供給 ”の観点から システムの変更を提言し
ています。世界的に研究が進んでいて、抽選こそ最適という答えが出ている
そうです。
　わが国と契約している製薬会社は、ファイザー・モデルナ・アストラゼネ
カの 3社だそうで、国産ワクチンの早期開発が臨まれます。
　《モノローグ》　75歳以上の接種を ナゼ 先着順にしたのか！？
　コロナワクチン接種の予約申込みには、ほとほと疲れました。
　われわれ高齢者あて川崎市健康福祉局保健所（新型コロナウイルスワク
チン調整室）から 接種券在中の『新型コロナウイルスワクチン接種のご案
内』が届き、封書のウラには「お問い合わせコールセンター」が目に入りまし
たので、まずは4月24日（土）8:30分からということで、8:30分前から待機し、
044-200-0730 に架電、川崎市のコールセンターの応答は無機質のテープ 
『ただいま 電話が大変混み合っています。しばらく経ってからお掛けくださ
い・・・』　の繰り返し、ここで 10 数分おきにかけ直したあげく 『ここでは
扱えません。予約センターにかけてください』 との返事～あらためて、予約セ
ンター 044-200-1080 に架電。こちらも 『込み合っています』 と、音声ガイダ
ンスのみで、とりつくひまもありません。
　「フリー電話」ではないので、（後日フリー電話の 0120-654-478 に変更）
当日は正午で諦めました。 ナゼ当初から「フリー電話」での対応ができな
かったのでしょうか？　メディアの発表で次回は ５月15日（土）8:30 分から
という情報で、川崎市のwebを開いて「カレンダー」のメッセージを追いな
がら多摩市民館の「○」「×」を 追って、6月最終の 16日（水）にようやくヒット
して “ホッ” そのアト再確認のところ6月16日（水）は もう満杯の「×」になっ
ていました。
　さて 当日、6月16日（水）多摩市民館の予約は 15 分ごとに区分けされ、

ソーシャル・ディスタンスのもと、多くの看護師さ
んやドクターの献身的な対応で急性アレルギー反
応 =アナフィラキシー anaphylaxis の有無を見極
めるため 15 分間待機して、スムーズにフィニッ
シュ！ここで、7/7（水）2回目も多摩市民館のワクチ
ン接種予約OKとなりました。
　それにしてもワクチンの供給が各医療機関に行
き渡ってきたということなのでしょうか 当初 『接種
券在中』 の案内が郵送され、予約指定日の焦燥と
時間の浪費は一体何だったのでしょうか？

　聞くところによりますと 「かかりつけ医」の対応もまちまちで、ワクチンの供
給量が定期的に届くのか、ワクチンを保管する冷凍庫の容量は足りるのか不
明なので 『毎月通院の患者』のみ受付する医院もあって 『ワクチンが入った
ら個別に連絡します。』 中には 『初めての方でもOK。』詳しいことはわかりま
せんが『指定医』に なっていない医院もあったようです。
　先着順は、わかりやすくてなじみがあるからでしょう。スーパーのバーゲン
セール同様、「早い者勝ち」です。

ワクチン狂騒曲？～接種予約の混乱！～
長沢まちづくり協議会　長谷川 武
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