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新型コロナウイルスを想定した 「新しい生活様式」
一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の３つの基本 ：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との間隔は、 できるだけ２ｍ（最低１ｍ） 空ける。
□選びにいくなら、 屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、 可能な限り真正面を避ける。
□外出時、 屋内にいるときや会話をするときは、 症状がなくてもマスクを着用。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。 できるだけすぐに着替える、 シャワーを浴びる。
□手洗いは３０秒程度かけて水と石けんで丁寧で洗う （手指消毒薬の使用も可）
移動に関する感染対策
□感染が流行している地域からの移動、 感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。 出張はやむ得ない場合に。
□発症したときのために、 誰とどこで会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する。
日常生活を営む上での基本的生活様式
□まめに手洗い ・ 手指消毒
□咳エチケットの徹底
□こまめに換気
□身体的距離の確保 □３密の回避 （密集 ・ 密接 ・ 密閉）
□毎朝の体温測定、 健康チェック。 発熱または風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養
日常生活の各場面別の生活様式
買い物
□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、 前後にスペース
娯楽、 スポーツ等
□公園はすいた時間、 場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、 十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する
食事
□持ち帰りや出前、 デリバリーも
□野外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、 料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、 おしゃべりは控えめに
□お酌、 グラスやお猪口の回し飲みは避けて
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真っ白で 手に届きたる カレンダー
予定を書き入れ 生きる喜び
スケジュール 中止・延期で
年始の暦 何時まで続く

白くなり

テニスの練習、 スポーツジム、 競技かるた、 図書
館、各種の会議、すべてが禁止された。
１００日間、 後期高齢者は何をして生きるのかと充
分考えさせられた。世間の関わりの中で生かされて
いることをしみじみと思い知らされた。そんな生活で、
一層政府の行動には怒りを感じた。
遅い ・ 的外れ ・ 国民無視、 そして保身だけの行動
…、閣議決定を一瞬で覆す給付金、一家族２枚の布
マスク、ＰＣＲ検査基準は国民が誤解している発信、
訓戒は総長の意向だとの嘘発言。
地球規模でのコロナ問題、 日本は全世界から対応
に成功したと評価されているらしいが、 国民は決して
満足 ・ 評価はしていない。そこには国民性に依存す

滋賀退職者連合
会長 増田 勝治

ることが大きい。「小出し」「後だし」「やり直し」には安
倍政権の終末を見るようである。
暗い話が多い中、 心を震わせる出来事もあった。
池江璃花子さんの勇気、高校球児の涙、横山令奈さ
んの優しさ、 ブルーインパルス飛行、 そして我が家の
燕の誕生である。長きにわたる休暇でゆっくり大自然
での生態を観測できた。ありがとう…。

冠婚葬祭などの親族行事
□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

働き方の新しいスタイル
□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと
□会議はオンライン □名刺交換はオンライン □対面での打ち合わせは換気とマスク

「新しい生活様式」

における熱中症予防行動のポイント

１．暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない
・急に暑くなった日等は特に注意する

２．適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場
合にはマスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を
避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクを
はずして休憩を

３．こまめに水分補給しましょう
・喉が渇く前に水分補給
・１日あたり１．２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

４．日頃から健康管理をしましょう
・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

５．暑さに備えた体づくりをしましょう
・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で
毎日３０分程度

過去のリフレッシュ滋賀がＷＥＢからご覧いただけます
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新型コロナウイルスに
ついて
自治労滋賀県本部退職者会
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滋賀退職者連合第２６回にて新事務局長に就任

田中清道 事務局長 新任挨拶
本年２月１５日に開催された、 第２６回総会において事務局長に選出されました。 これまでは傘下の組合の

５月２１日に緊急事態宣言が解除され、ようやく普通の生活に戻りつつあります。

役員として、 高齢化対策や組織拡大を中心に活動してまいりました。 これからは、 滋賀全体を視野に入れた

この間、外出自粛要請が続いていました。学校においては、宣言以前に安倍首相が学校の休業を要請して

活動を取り組むこととなります。

いたため、学校は３か月におよぶ休校になってしまい、９月入学の議論まで噴出する事態になっています。
自粛要請を受けて、 街も生活も仕事も様変わりしました。仕事ではリモートワーク、 テレビ会議そして大きな会議
から町内会まで書類決済となりました。 「今まで一生懸命会場にでかけていっていたのは何だったのか？」 と思っ

高齢者を取り巻く状況は、 組合員の皆さんと共有でき、 総会宣言にもありましたが、 多くの苦難を乗り越え
働き続け、 社会的役割を果たしてきた私たち高齢者の姿は、 これから高齢化を迎える人たちに、 まさに生き
様としてしっかりと伝えながら、 高齢者自身も積極的な社会参加を果たし、 皆
さんとともに、 安心して暮らせる社会の実現を目指し取り組んでいかねばなり

てしまいます。
私も、ひたすら「巣ごもり生活」を送って、体力、精神力、集中力が低下し、復帰には時間がかかりそうです。

ません。
今は、 新型コロナウイルスの感染の影響で、 活動そのものは自粛しておりま

今回、 知事に権限が移り、 能力、 個性などが垣間見えましたし、 国政だけでなく地方自治においても、 誰を知事
に選ぶかも重要であると再考したところです。

すが、 行く手には多くの課題が山積しています。 組織拡大を基本に、 全力
で取り組みます事を申し上げ、 挨拶といたします。 どうぞ、 よろしくお願い申

私の体力など以上に、経済も落ち込んでいます。非正規職員、臨時職員など、一番弱いところにしわ寄せがお

し上げます。

よんでいます。早急な対策が必要です。組織された労働組合の役割も大きいのではないでしょうか。

いきいき元気に活動中！
ＵＡゼンセン友の会滋賀県支部

午後８時まで

７

金

７

日

滋賀県展示会場 イオンモール草津２階イオンホールにて 入場無料
滋賀県草津市新浜町３００

ご自由にお越しください

昨年の１１月に研修会と親睦 ・ 交流も兼ねた定期

者連合の大会の選手選考の場としています。 また、

総会を開催し、 活動計画を策定しました。 具体的

役員研修会として先進企業や文化的なところの見学

な活動は年間５回以上の役員会の中で議論しながら

会も開催しています。 昨年はＭＲＪの小型ジェット機

進めています。 しかし、 今年は新型コロナウイルス

の製造工場と白川郷を訪問しました。 政治は生活で

の感染拡大もあり、 ３月の役員会をはじめとして活

あるという言葉もあるように政治活動は我々の生活を

動が一時停止状態になっています。 例年の活動と

守るために重要な活動です。 現役の皆さんと共に

してはグラウンド ・ ゴルフ大会を県下各地からの参加

活動を進めています。 早く新型コロナウイルスが終

者を得て竜王のドラゴンハットで開催し、 滋賀退職

息することを祈っています。

