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健康コラム
ワクチン接種を受けよう
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昨春は突然に、怖い新感染症

新型コロナのような新興感染

う、厄介な特徴があります。症

が世界を襲いましたが、驚くほ

症は、アフリカに出没する出血

状がない感染者は見えないの

ど見事に日本国民は自粛生活を

熱、鳥に拡散する新型鳥インフ

で、マスクや密の回避など、受

送ってみせました。ところが、 ルエンザ、ロシアのツンドラに

け身の対策が主になります。
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一方で、攻めの対策にはワク
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など多数あります。人類存続の

チン接種があります。その開発
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危機となるかもしれない、新興
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ウイルス感染症には今後も油断

りました。ひとつの峠を越えた
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今回の新型コロナウイルス感

いうメッセージにより、元の意
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識に戻ったのかもしれません。

る前の人から感染が広がるとい

は、国民の大多数がワクチンを
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化のリスクが10分の1以下に

打つことです。経済低迷や不自

受けましょう。
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クチン接種は、欧米
の半分ほどしか義務
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り上達していま
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という気持ちが大切です。いに たと記憶していますが、今やフ

く、その時々で課
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行かれているボウリング場のイ
ンストラクターやプロが、優し
く教えてくれますよ。
ボウリングは他のスポーツと
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うわけにはいきませんが、継続
して練習をしていけば、必ず上
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プロを目指すのもいいです
し、全国大会で優勝を目指すの
もいいですが、ボウリングで友
達、仲間を作り、楽しみながら
続けましょう。続けることが健
康維持につながり、効果的な練
習をすることでスコアアップも
できますよ。
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プの総合力で展開しています

ていきたいと考えています。
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誕生したのです。
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