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交信する
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義光

大昔な ら手 紙しか ないが 、和歌 なん か で交信も ある 。
しばら く前 なら、 手紙、 葉書に 加え て 家庭用の 電話 。
それで 昨今 は、手 紙、葉 書は 滅多に 出 さないで 、家 庭用電 話も滅 多に
使わない で、 スマホ かパソ コンの メー ル 。
各種サ イト 、ブロ グ、ラ イン 、ツィ ッ ターなん ての もあっ て、ネ ット
犯罪が後 を絶 たない 。
二十歳 過ぎ たら自 分の事 は自 分で責 任 とらねば なら ないか ら、そ うし
てもらう とし て、未 成年の スマ ホとパ ソ コンは、 法律 で禁止 すべき だろ
う。
もし購 入し たり使 用した ら、親 が責 任 をとって 監獄 に行く 。
いまの とこ ろ、ネ ット犯 罪から 青少 年 を守るに はこ れしか あるま い。
メール など やらせ ないで 、好 きな異 性 ができ た 少年 少女に は、恋 文の
書き方を 学校 で教え ればい い。
「制携 帯」 とか「 制スマ ホ」 とか、 わ けのわか らぬ 事を導 入して いる
学校もあ るが、この「制」は、
「規制 」の「 制」では なく 、
「制 服」の「制 」
のレベル だか ら、阿 呆な学 校だ。
老人諸 氏は 、
（ 食わ ず嫌い が大半 だろう が）ス マホや パソ コンを 駆使す
る人は少 ない 。
統計を 見た ことは ないが 、若者 の百 分 の一いる かい ないか 。
本当は 、ス マホや パソコ ンは 老人諸 氏 のための 玩具 に最適 なので あっ
て、若者 は相 手の顔 を見て コミュ ニケ ー ションを はか るべき なのだ 。
だから 本当 は、ス マホと パ ソ コンは 、 還暦にな った 者のみ 購買許 可、
使用許可 とす ればい いのだ 。
アメリ カの コメデ ィアン が【 チェス で はコンピ ュー タに負 けたけ ど、
キックボ クシ ングな ら負け ない ぞ】と 負 け惜しみ を云 ったそ うだが 、負
け惜しみ だろ うと、 若者な らチ ェスな ん かやらず にキ ックボ クシン グを
やるべき なの だ。
ささや かな 失敗は 舌を出 せば 済むが 、 スマホや コン ピュー タでの 失敗
は舌を噛 まね ばなら ない。

政治家 は外 国と戦 争した くて 忙しそ う だが、ス マホ やコン ピュー タの
統制とか 管理 をやら ないと 、国 内での 戦 争の火ぶ たが 切って おとさ れる
日が近づ いて きてい る。
「交信 」の 本質に は、そ うい うオソ ロ シサがあ るん であっ て、嘘 だと
思うなら 、古 往今来 の戦争 を研究 して み るといい 。
因みに（誰だ ったか 忘れ たが ）
【貧 乏人 が起こす 戦争 がテロ で、お 金持
ちが起こ すテ ロが戦 争だ】 と云っ た人 が いる。

