
               

                   

Gedanken 

 

 

*** 

 

 
コロナ時代に思う 

 

イースター時期、とくにイースター祭日のために私たちはもともと全く違う計画をしていた

。誰かの訪問を喜び、一緒に食事をして、神と世界について語ることを予期していた。 

だが、全く異なる事態が来た。突然、ソーシャル・デイスタンスが求められた。突然、時間

がある、非常に長い時間・・・ 

 

・・・自分自身について考える時間。 

神と世界について考える時間。 

 

突然諦めねばならなくなった事柄、 

それを諦められるとは全く思っていなかった事柄について考える時間 － 

 

後になってもっと違うように改善するために 

もっと以前に違うように改善できたかもしれないことについて 

考えるための時間。 

それに成功するだろうか？ 

 

本当に考え直すために十分な時間はあるのか？ 

今、その後のための新たな方向を示すために、十分な時間はあるのか？ 

     ***  

 



 

 Gottesdienst  

   in Corona-Zeiten      
     コロナ禍でのミサ 

 

今日のミサのために現在は引退牧師である昔の同僚が教会のゲストとして来られた。このよ

うなミサならば、日曜の早朝とはいえ私は無しで済ませない。 

 

村の教会はわが家から2分もかからない。なのに私は出たのが遅くて、しかも教会の前にき

て、コロナ防御マスクを忘れてきたのに気が付いた。ミサの開始に間に合わないので、家に

戻ろうとして、それをまたやめた。 

 

多くの教会には余分のマスクが置いてあることがあり、私はひそかにそれを期待していたが

、現実は異なった。さて、私は教会の中に歩み、教会の係の女性は、普段あまりそこに現れ

ない私の登場に驚き、しかも私はマスクをはめていないので非難するように見られた。 

 

というわけで余分のマスクはなく、本来ならばミサの参加は不可能だった。（ここの教区の

人たちは非常に厳格なので余分のマスクの用意については考えられていなかったようだ）私

は（マスクの代用として手を口にあて）マスクを忘れてきたこと、皆さんとの距離を保ち、

後ろの席に座るとジェスチャーをした。それで許可を得た。 

 

コロナ禍のせいで、鼻歌はいいが、声を出して歌ってはならないという規制を初めのうちは

意識していたが、ミサというものは、教会の中で「声高く」歌うという行動が含まれること

が、私に深く染みついていたようだ。それで最初の音を歌ってしまい、すぐに指摘されて鼻

歌にした。 

コロナで全てがひっくり返る！ 

昔からの習慣が突然許されなくなった。そもそもイースターなのにミサが禁止されただけで

もショックであった！しかし教会はこれを無為無策で放置しなかった。そうしてビデオ・ミ

サが行われ、フェイスブックで見聞できる「勇気づける言葉」が出来上がった。 

しかしこれら全部でも「実在の」教団の集いにとってかわることはできない。そして新たに

許可された、コロナ規則に則ったミサは皆さんに喜んで受け入れられている。 

 

もしもコロナが私達に、一切に必要なデジタル化にも関わらず、実在の集いに超えるものは

ないことを明らかにしたのであれば、このような非常態勢にあっても、ひょっとしたら、そ

こに、いくらかの良い点を見ることができるのかもしれない・・・ 

*** 



 

 

      Ich will mein Leben zurück 

        

私の人生を返してくれ 

 

最近、私はコロナ規制に反対するデモの様子をテレビでみたのだが、ある人が体の大きさの

看板をかかげていて、そこには私の人生を返してくれと書いてあった。 

それは奇妙だ。ある人がデモに出て、去年まで行きてきたように生きることが出来ないと文

句をいう。だが、規制なしでは伝染病や世界的疫病流行では生き延びることはできない。い

ずれにしてもこの人は健康に見えた、一体それ以上何を望むのだろう？ 

 

一体だれにたいしてあんなふうに文句をいうのだろう？制限を命じた政治に反対して？しか

し政治はこの制限を必要とさせるヴィールスについて責任はない。 

 

詩編90には次のように書かれている。 

「われらにおのが日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。 」 

これは次のように解釈できる。 

「我らにおのが日を数えることを教えて、それにそって生かせたまえ。」 

 

私は以前の生活を取り戻す必要はない。なぜなら私は今まだ生きているからだ。生きるとい

うことは、また、柔軟であることだ。新しい状況に柔軟に対応すること、これが生きること

だ。 

自分のことばかり考えるのではなく、隣人や親しい人のことを思うのも人生だ。 

 

喜ばしいことにいま、かつては想像もできなかった「新しい連帯」が現れている。マスクを

縫ってプレゼントしたり、自粛を迫られる人たちのための買い物を済ます。これが生きるこ

とだ。 

デモで「私の人生を返してくれ」という看板を持っていた人が、その後看板を置いて、隣人

のための買い物を請け合うのだろうか？もしそうであるのなら、デモの価値はあるかもしれ

ない。人生とは 

保証ではなく、むしろ壊れやすいものなのだ、すでにエーリッヒ・ケストナーは言っている

。「良くなっている？悪くなっている？正直に言おう。人生は常に命に危険なものである」 

*** 



 

 

Grundeinkommen 

 

ベーシックインカム 

 

財政不可能・その場合、誰が働く・金持ちにも渡す？ 

 

この三つのキャッチフレーズが最近のベーシックインカム議論を圧倒している。今のコロナ

の時代には財政不可能論はもはや該当しない。なぜならばドイツやヨーロッパ、多分世界中

の政治家たちはすでに驚嘆すべき多額の資金を手にとり、疫病の世界的流行をなんとか抑え

こみ、経済活動を半分でも続けようとしたり、流行終了後の時期のために支えようと務めて

いるからだ。すなはち、資金はあるのだ！しっかりと見てみれば、ベーシックインカムによ

り短縮手当などは不要となり、しかも国の財政は心配されるよりも圧迫を受けないのが明白

だ。（ドイツでは収入の消えた労働者に対して70パーセント程度の短縮手当が公共団体から

、し払われている。自営業もおなじ・翻訳者注） 

 

コロナ禍でさらには誰がまだ働くものか という疑問も全く不要となった。今日、多くの仕

事場が失われたり危険な状態に陥っていて、人々は仕事（稼げる仕事）を求めていることを

私は見聞している。 

 

べーシックインカムを得た時に、理由は様々だろうが、もはや生活費のための仕事に就かぬ

人間が出てくる可能性はある。このことはコロナ禍が収まったあとにも確実に該当する。い

ま解雇されたパイロットがいつの日が再度その仕事に就けるかどうかは全く不明だ。この疫

病がもたらした変化はボランテイアや家庭での作業の存在意義を高めている。 

パーティや祭の場のみならず、共同の場・集いや近づきを求める声を私は観察している。（

イタリアでは教会が開かれることや、ミサを求めてデモが行われている。） 

 

仕事という概念は私達の社会では単に生活費を稼ぐ仕事という狭い意味にとってはならない

。休息や回復の時期が必要であることを除けば、人間は何かをしたいものだと私は思ってい

る。（ あるいは自己実現という意味で、何かをしなくてはならない。） 

 

無論、もしもベーシックインカムが取り入れられた場合には大勢の管理部門で働く人たちが

失業するだろう。だがそこでも生活のためにはベーシックインカムが支えとなり、パイロッ

トや他の職業人のように生きる方向を変更しなくてはならないだろう。 

 



最後に残るのは何故金持ちもベーシックインカムを受けとるべきかという論議である。この

際、まずは誰が金持ちなのかという定義から始まる。ドイツのCDU・キリスト教民主同盟代

表に、現在立候補しているメルツ氏や、SPD・ドイツ社会民主党党首であり現在の財政大臣

であるショルツ氏は、自分が金持ちではないと公表しているが、であれば貧しさの限界と豊

かさの相違がいかに大きいかがわかる。そこにはさらに、誰にベーシックインカムが与えら

れることになり、誰にはならないかを判断する機関が必要になる。だが実は税務署があるか

ら新設は不要だ。ベーシックインカムを受領するための収入限界を決定し、毎年の納税証明

書で確認すればよい。もしも年収がベーシックインカムの限界以上であれば税務署はベーシ

ックインカムの返済を要求する。受領者には新しい独立感を得たり、労働契約を手にして税

収を増やす人が出るかもしれない。 

 

一体、なぜ政治家の大多数がコロナ禍においても、なお、ベーシックインカムの導入を全力

で反対しているか、私には理解できない。だれか説明して下さるか？ 

                                                                              

パウル・コッホ 

*** 

 

                   

Advent 2020 -              Corona-Advent 

 

 

2020年の降臨節 ー コロナ降臨節 

 

降臨節のための沢山の歌の中から、2020年の第一降臨節に私が思いだしたのは、非常に古く

て憂鬱な歌だった。それは「一艘の船が来る、荷を積んで」だった。 

 

来る、という言葉は降臨節の性格を典型的に表している。降臨節は待つ時期であり、準備の

時期だからだ。キリストを待ち、その偉大な誕生日・12月24日を待つのだ。（この日の歴史

的な正当性がどうであろうと） 

 

歌詞は、一艘の船が来る、その最上階まで荷を積んで、 と続く。毎年、私はその船に一体

どういう大きな荷が積まれているのかと自問する。今年2020年には、ひょっとしたら、私達

が待ちのぞみ、それによって生活を少し「平常に」戻せるcovid 19のためのワクチンが載っ

ているのかもしれない。 

 



だが、一体何が「平常」だろう？ 

 

降臨節の待ちながら準備する時期は常に、内面に帰り、私達自身について、生き方について

、人生の目標について、あるいは考えや願望について考える時だ。しかし私達は自分自身の

人生だけでなく、隣人や近親者やあるいはさらに広い地域での人たちについて考慮すべきだ

。そして私達が住んでいるこの衛星に対して私達が何をしているのか、いますぐに考えなけ

ればならない。経済上では私達は「グローバルな思考と行動」を学んだ。このグローバル化

で不足しているのは、経済と社会の関連だと私には思える。 

 

「グローバルな思想」の全く異なる次元でコロナ禍は私達のところへ来た・・・ 

一体このヴィールスはどのようにして、これほど迅速にグローバルに広がれたのだろうか。 

そのうえ、これだけでは不運が十分ではないかのように、私達は気候変動というグローバル

な問題を抱えていて、しかも各国の棄権の理由でこれに全く対応できない。日本政府が東電

に対して汚染水の海洋投機を許可すれば、この別の問題もグローバル化するだろう。福島第

一原発の汚染水がトリチウムや他の放射性核種をフィルター後も多く含むと確証されれば（

一部の学者はそう言っている）手遅れになる。 

 

いつになったら、私達は学ぶのだろうか、私達がみな一艘の船に乗っていて、お互いに助け

あわねばならないことを、そしていかに長い間、旧約聖書の言葉を間違って解釈していたこ

とか。創世記1,28 地を従わせよ 

思索の降臨節をお過ごし下さい。 

パウル・コッホ 

*** 

 

 

3fach – Risikofaktor:                      Weihnachten 

 

                                   クリスマスの3種危険因子 

 

2020年のイースター祭はコロナ禍でおじゃんになった。家族集合はキャンセルされ、ミサ参

席もオンラインでのみ可能だった。夏の間に、状況は幾分よくなり、いくらかの人たち（政

治家も残念ながら同じだが）はこの世界的疫病がないものかのように、ふるまった。その時

、実は数人の学者たちはロックダウンを緩めたり、自由に旅行することを警告していた。た

だ次のようなことだけはこの際、表明されていた、つまり、もし第2波が来た時には、国が

休暇の場所から国民を連れ戻すことはもはや、できないと。 

 



それから、そのころなら殆ど平常に戻れるのではないかと3月に希望していた秋が来た。し

かしながら、突然、感染者数と死者は世界的に急激な増加を見た。次の家族の集いはもう天

文学的に遠ざかった。またも突然、それはクリスマスという危険因子の中に含まれてしまっ

た。この（第一の）クリスマスという危険因子はあらたなロックダウンを準備するために利

用された。もしいま我々が無為のままであれば、クリスマスですら放棄しなくてはならない

だろう。政治家たちはだが、事実上の危険を知らずにいた、何故なら彼らは11月初めには、

ロックダウン・ライトは「感染の防波堤」として十分とみなし、それを決定したからだ。12

月初めに、ロックダウン・ライトはさらに厳しいロックダウンとなり、12月半ばには、さら

に厳しくなった。日常必需品を売る店以外は閉店した。いくつかの奇妙な例外は許可されて

いるが。教会のミサは規則に従い、予約をしていれば許される。クリスマスには個人的に出

会う人数はすこし増やされた。これは喜ばしいものの、同時に疑わしい例外規則の一つだ。 

 

多数の専門家にとって、クリスマス危険第2因子が生じた。なぜなら合衆国では10月の感謝

祭が超流行を引き起こす出来事になったからだ。つまり、いま、家庭のクリスマスの祝いも

危険因子となったのだ。イースターの時に家族集合なきままにクリスマスを楽しみにしてい

たのに。（教会のミサも厳しい規則と予約によって可能だ。）しかし感染者数も救急病室の

患者数も増加し、死者数も同じである。我々はクリスマスの危険因子とどのように向き合え

ばいいのか。私と家族は政治的に制限された訪問者数内で家族的祝いをする人間に属する。

多数の家庭ではそうしたことを諦めねばならない、何故なら移動がひょっとしたら危険区域

から行われるとすれば、訪問は許可されないからだ。いくつかのキリスト教区ではこの危険

性を認め、クリスマスのミサを戸外で行ったり、あるいは重い心で、それを中止したりして

いる。 

 

しかしこの題名の第3のクリスマス危険因子はどこにあるのだろう。 

その第3のクリスマス危険因子とは非常に大きな危険性だ。それは我々に最も大きく要求し

、我々のあらゆる習慣を再検討させる。問題は、まさにクリスマスの教え・地上の平和以外

の何物でもない。つまり問題は家族内の平和とか、人間関係の平和だけではない、それも無

論あるが。地上の平和をグローバルに考えて、のことだ。ヴィールスがいま世界を覆い牛耳

っているグローバル性によって、我々に、もうこれ以上同じようにはいかないぞと示されて

いる。そして気候もグローバルな問題となっている。よく見つめれば、我々は奈落の底にい

るのだ。いままでのような生き方をすれば、我々は地球を破壊するだろう。若い世代はそれ

を認識し、未来に対して非常な不安を抱いている。一体未来はどうなるのか？しかし各自が

自分のことを考え、自己の平穏のみを求め、クリスマスの教えをただ自分の都合にあわせて

解釈するのであれば、何も変らないだろう。このことは政治の「小さな場」から始まって「

より大きな場」に続く。あらゆる市町村の、州の、そして国の政治家たちは、自分の選挙区

への責任を、つねに彼が再選されることを目ざして解釈する。この世界的流行のさなかのド

イツで、非常に評価されているはずの連邦制は多くの必要な決定を妨げたり、先延ばしにし

ている。我々は意見不一致のヨーロッパにいる、なぜなら特に二人の政治家が拒否権を使う

からだ。そしてアメリカの大統領は選挙運動とそれに引き続く政治をアメリカ・ファースト

というモットーで行っている。 

拒否権や愛国的で非常に偏狭な考え方は世界疫病と気候変動の時代にはもはや適切でない。

もしも我々が世界を本当に救いたければ、本当に地上の平和をのぞむのなら、我々はグロー

バルな政治を進めねばならない。我々は平和政策を強め、ドローンで軍備してはならない。



クリスマスのメッセージは我々一人一人への、全員への危険性ということになる。あらゆる

人々の正義を通すことができれば、あらゆる人々のために、全てのための平和を造り上げる

ことになる。もちろん、それは簡単ではない。最初の一歩が最も長く困難な道であることは

有名だ。あるいはアルベルト・アインシュタインが言ったように。「最も純粋な狂気の形は

一切を旧式のままとどめ、同時に何か変るだろうと希望することだ。」 

 

この趣旨にそった楽しいクリスマスを！ 

*** 

 

あとがき 

 

難しい、あるいは、不可能？ 

 

もしも誰かが、それは難しい、と頻繁にいう場合、その意味は多く、私はそんな事には関わ

りたくない、無意味だ、という意味だ。 

私は困難な問題に全く異なる対応をする、一人の引退ガラス工マイスターを知っている。こ

の人は問題を起こすかもしれない前もってわからないことがらを喜ぶ。難しい問題が起きれ

ば、彼は常に「難しいのなら、いい、何か不可能ならよくない。」と語ったものだ。 

彼の思考法は次のようなものだ。「もし難しいことがあったら、全ては私の手中にある。私

は突っ込み方を考え、解決法を作り出す。もし何か不可能であるなら、それは単純に不可能

だ。」 

私はこのガラス工マイスターの信念を自分の身に着け、すでに頻繁に紹介してりう。しかし

不可能なことは本当に不可能なのだろうか？みたところ 

 

56年前に、私が重電電気技師の修行を開始したとき（この間に私は引退・社会助祭となって

いる、その間には長いさまざまの職業経験の歴史がある）初めて電気技師の仕事場に足を踏

み入れて、すぐに作業台の上の看板が目に入った。そこには「不可能なことは即片づけられ

る ー 奇跡にはすこし長い時間がかかる」とあった。この標語は多分上司に目くばせさせ

るような効果を持っていたのだろう。しかしこれには、いくばくかの真実味がある、みたと

ころ不可能なものにも試行錯誤して、問題の解決への方法を発展させるべきだからだ。奇跡

自体、あちこちで起きている！この考えはコロナ時代にまとめられ、より良いものに必要な

変化についての考慮をさらに 引き起こす。 

考慮する問題は、次のようなことだ。コロナ休暇の間に、より良いものへの切り替えを我々

は造り上げられるか、それが困難だとしても？ 

 

*** 

 



 

Corona 2020 / 2021 

          

コロナの2020年と2021年 

 

「新年は新たな要求を私達の前に示し、私達はそれに従って新年に歩み入る、こうして両手

に全く何も携えないでもなく、私達は道を進む。」 

 

デンマークの神学者ゼレン・キルケゴール（1813ー1855）のこの言葉は希望に満ちている、

しかし過ぎ去った年と、前に続く年の双方について同じ程度、熟考させられる。 

 

「それに従っているが、両手に何も携えないでもない」という表現は今日の状況によく該当

している。今、そこから何をするかは、私達自身にかかっている。このための要求（必要条

件）は途方もなく、グローバルである。コロナは2020年に私達を打ち負かしたが、このよう

な世界的危機から私達が正しい結論を出せたかどうか、私には疑わしく思われる。コロナヴ

ィールスが一旦沈滞すれば、世界を回る旅行者たちは即旅立ち、目に見えないヴィールスは

再び急速に世界に蔓延するだろう。現在、さらなるパンデミックについて警告しているのは

WHOだけではない。だが経済、文化、スポーツ界ではみな、「開始」できることを切に望ん

でいる。 

 

2021年は何をもたらすのだろうか？ 

特に、「古い」年に決定された新たな事柄がある。そしてさらに再度登場する古いシステム

*にならった新たな事柄が決まった。 

（*これについて我々はいつもこうやっていたよ・仲間で助け合えるさ・悪いことは私の後

の時期にしか起きない・などという態度） 

 

新年は実際どのような「新しさ」をもたらすだろう？ 

私の予想では、新年は本当に新しいことは何ももたらさない。コロナは元旦早々、大事なこ

とを決定している。人との接触を避ける、社会的距離、マスク着用、感染テスト、ワクチン

接種などなど。 1月10日までの閉鎖は多分延長され、ひょっとしたら、さらに厳しくなる

かもしれない。 

 

このロックダウンが長引けば長引くほど、私は一体どういうわけで今のような状況になった

のかと考える。保健省やローベルト・コッホ細菌研究所、あるいは多数のヴィールス専門家

の間には、何も早期警告システムはなかったのか？一体「危機防衛」や「災害防御」は、ど

こにあったのか？ 



私達市民は武漢からのニュースを追っていた。バイェルン州での独中ジョイント・ヴェンチ

ャーの中国人による初の感染を耳にした。その後、別の感染が続いた。市民がニュースで知

ったことを、保健省、ローベルト・コッホ研究所、感染学者、そして危機防衛や災害防御の

関係者も見ていたはずだ。 

 

こう見ると、一体何故一切のことが起きてしまったのかという疑問に戻る。何故、あれほど

見過ごされたのか。何故あれほど予想が間違っていたのか。あるいは組織構造のせいか、も

しくはチームワークや互いの情報交換の欠如のせいか？もしそうであれば、そこで何かを変

えねばならない。私達ドイツ人が、特に第一波のさいに、パンデミックを「比較的」うまく

通過できたとしても、今、それは何の助けにもならない。そしてまた、私達の前にはまだ、

最悪の3ケ月がある。 

 

そのうえ、コロナは私達が、いまかかわる唯一の問題ではない。実に気候変動の場合も、早

期警告システムは機能していたのに、経済界や政治家の利益追求のせいで適切な行動が妨げ

られたのは、ほとんど怒りを呼び起こす。同じことが原子力のエネルギー獲得と放射能の危

険性にも言える。 

 

両手に全く何も携えないでもなく新年へ！ 

ゼレン・キルケゴールの言う通り、私達は何も両手に持たないでもなく新年に進む。そして

パンデミックも私達の両手になにがしかを与えたが、それは一種の「赤い糸」で、私達にパ

ンデミックの経験から何かを学ばせ、新たな熟考を促すものだ。 

 

「哀れみ深くあれ、私達の父なる神がそうであるように！」（ルカによる福音書6．36） 

(キリスト教の) 今年の言葉である。 

「哀れみ深さ」は、「忘れやすさ」と混同しなければ、素晴らしい。 

単なる（そして一方的な）罪状追求も、何故、物事が起きたのか、いかにして起きたのか、

忘れてしまうことと同じ程度に、ことを先に進ませない。 

私達が物事を忘れない限り、私達は将来のために学ぶことができる。 

 

みなさまに、こうした意味で、良いお年を、活動的で成果のある2021年を祈ります。 

 

パウル・コッホ  

2021新年 

*** 

 



Am Aschermittwoch ist alles vorbei… …schön wär`s…  

wenn man dabei an Corona denkt! 

 

灰の水曜日ですべては終わり・・・もしもコロナについてもそう考えられるなら、すばらし

いのに・・・ 

カーニバルもしくは第五の季節は御承知のように灰の水曜日で終わる。今年は、小さなグル

ープやオンラインの他、カーニバルは、祝えなかったのに、灰の水曜で終わってしまった。

コロナ禍で一切は異なる。それはすでに丸一年世界を支配していて、しかもこの疫病は灰の

水曜日でも終わりそうにない。現在、イースター休暇を中止にするか、あるいは努力して家

族の出会いだけに制限するかという議論が起きている。しかし、コロナとカーニバルは一体

どんな関係があるのだろう。制限されたカーニバルもしくは、不法カーニバルのせいで、コ

ロナが簡単に流行できた昨年は別として。 

 

ウイキぺデイアによれば、カーニバルとは「多くの人間の生活のリズムを普通なら四季の変

化が起こすほどに強い影響を与える出来事がおきる時期」という。我々は、いまちょうど、

カーニバルや季節の変り目によって受けるよりもさらに強く、生活のリズムに影響を受ける

時期を経験している。興味深いのはカーニバルの歴史が3つの異なる観点からなっているこ

とだ。 

 

１）ゲルマン人は春先に、太鼓などで物音を立て、どんちゃん騒ぎをしながら、色とりどり

の服を着て、悪魔の面を着け、道路を練り歩いて、それによって悪魔や冬の霊を追い出そう

とした。 

 

２）カーネバルという言葉はラテン語に由来して、「肉よ、さようなら」というほどの意味

である。そういう理由で火曜日の夜はその後の40日間イースターの日曜まで禁止されている

ものをいただく最後の機会となる。灰の水曜日は祭の終わりで放棄の開始である。この伝統

によりキリスト教徒はイエズス・キリストの十字架の刑と復活を思い起こすのだ。 

 

３）非常に興味深いのは、古代にこの5番目の季節がサトウルヌスの祭（農神祭）と呼ばれ

ていたころの話だ。この日にはローマ帝国の主人と召使の役割が交替した。貧者は豊潤を味

わい、富者は労働にあくせくした。 

 

しかし何故この伝統は保持されなかったのだろう。ひょっとしたら、聖書中の「祝年」の習

慣が保持されなかったのと同じ理由かもしれない。「祝年」は「免除年」とも呼ばれ、ユダ

ヤ教トーラ書による命令である。（レヴ記25，8・55EU）50年たつ毎にイスラエルの民は同

じ民族に属する家来の債務免除を行い、彼らに帰属していた土地を返し（農地改革）借金に

よる奴隷状態を終わらせることになっていた。 



 

こうしてみると、灰の水曜日で一切が終わると言うのではない。実はこれから、本当にいろ

いろと起きるのだ。 

 

ここに我々はより公正でよりよい世界をつくるための出発点を見出す。 

 

この世界的疫病流行の初めのころ、私は一体、我々の生活様式について熟考し、考え直し、

何が我々にとって良いものであるのかを新たに探すための時間が十分にあるのかどうか自問

した。 

 

この流行の始まりに私は熟考するために、これほど多くの時間を得るとは思わなかった。 

 

しかしながら時間が足りるかどうかの問題は私には残っている、何故なら多数の人たちはた

だ、疫病の終わりを待ち、疫病の前にいた場所で生活をするために、終わりの来ることだけ

を待っているからだ。 

 

多くの小さな変化はしかし希望を作り出す 

 

パウル・コッホ 

*** 

 

 

 

Rückfragen und Corona-Gedanken-Austausch über:  Paul.koch47@gmx.de 

コロナの考えの交換についての質問はメールでどうぞ。 

mailto:Paul.koch47@gmx.de

