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11月 美国で開催される予定だつた
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」ロナ橘礫ために 1年画期さ

れること￨こ なつ議 した。世界白
旬な国ックダウンや鑢議など趣よって、皮焉iこ ち湿室効果ガスの排議が減 ったとが,
しか し、気候危機も待 つたな しです。反動の購粛0を 食しヽ
止め辱ため饉は何としても知恵を絞曇ね ￨ぎ な醤ません。
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鵞緻颯聰忘に 気候危機霞琶鶴艤躊祗 ξ
;窯 刻イ
警地球温暖イ
しわ母
しずれ ￨ぎ 、世界は 画ロナ禰と園檬 ￨こ 菫大な
危機 :こ 塵画す %。 そのことを鯖に鑢 しておかね !ど な 悠骰。
響9囃 瘍経済 へ 蜀マイナス聰影響は リーマンシ ョック躊よ り
レギ ー鑢甕瘍邁
大き嬢.‡ 匿A《 国際 エ ネルギ ー機関)‡ 譲工率′

釧
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る。そ や分、景気回復
ち込み 5、 当3議 の 7倍 ￨こ 上 6と 見てしヽ
彗

￨こ

鍵

こ躊けたR蝙 植量 聰藤歌が巡れ
り しかも、現状 は気候危機圃避 ま
●25あ薄
爽
3.鴫 1月 ￨こ 予定されて 器た C電》
てしヽ
るので 1赦 なしヽ

賣鶯晰饂貶晰、ゆ讐⑪鰺鍼曖
「朝圏デジタル』よ惨
。温暖化の進行 ￨ま 急速だ。世界の平均
譲すで ￨こ 産業革鑢前か 51℃
気温 ξ
上昇 した。上昇幅は、早 ￨ず れは 30
年頃にも 1.5℃ :こ 連 し、9鰹 紀半ば
￨こ は 2℃ ￨こ な 場、歯止めが効かなく
なる機れがある。
修新型 コロず対策で多くの若者 1機 上
の世代鰹協力的だ。だが、温膿化 ￨こ
つしヽ
て !ま 、上の世代は若者の事まで
毯えて対策を進めてきただろうか。
。温暖化の原因の霧長が ①02な どの
温塞効果ガス機F出 ￨こ あると矢□場な
がい、 1じ 石燃料の使用を増やし、経
済優先のた論 ￨こ 自然を破壊 し続 け
てきた。未知の感染症との出金輛や
鍮逮な拡大 も、この経済社会システ
ムの延長線上 ￨こ あるとめ われてしヽ
.る
lo 2o
。
Q彗 者が上り鰹鶉より大きな気候危
意しヽ
。
機 ￨こ さらされるの￨よ 間違 し亀
￨こ
「 コロす後の経済回復∽ため ￨ま 、
」
3少 の O① 2i非 臨壇￨ま 仕力がなしヽ
などこ考えたЮ、勉強い仕事、遊び
径犠牲 1逗 して コロず鸞策に続力 し
ё若者を裏切る こと￨こ
て <れ てむヽ
なる。これだけは上の世代 として{国
としても避けたし鳩 のだ。
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伴 う摺F出 選の反動 ぽ強 くなるh机 が聰卜.

年 1こ 延期され鰯際交渉が停滞する懸念 もある。
澱覺化 し、新たな
は異常亀難や白然簑轟 ねヾ
讐ずで :こ 襲鬼 してしゝ
という厳 し聰
感染難が釉がる麒れ ら鯰浴 一剣の猶予もな もヽ
削実種轟認識するべきだ。

鴛畿鰊薇にR再 嵐可艦エネfι ギーンは隆魃烙飩木
◇米肉の 2o20年 鰊影寵量蠅に して、再工率の剣合が 2

Nを はえ、初ぬて石慶を上回ることが螢なつた。新型 コ
Si曇 が、安
圃すウィプ
レス鰊流行て電殉需要が減 ってしヽ
るためだ。
価な天然ガスや再エネの普及が進んでしヽ

◇石慶産寵 ￨ま トランプ太続領が F復 酒理を目にす支持基盤
の一つたが、米国で 19年 ￨こ 畿増設されたえ竃容嚢の
57%を 再エネが出めにな ど、石醍などの化石燃料や原
こ1譲 再 エネが原子
G。 21年 ∫
子力からの転換が進んでしヽ
こ次ぐ 2位 ￨と な躇と予穆されて
力種上財り、天誅:が ス∫
しヽ
仁。

5/10(土 )中 国新爾よ場

☆鰺鐵機曝咤 (籠 儘驚鶴 》鬱ぽ蛉

Oxで お答えくだ墓をヽ。笛えはどこか起あり議す。
1、

2、

気候危機 と 菫回ず縄 颯懸因 i凛 、機 つこは国 ￨ル で 轟る
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止鑢る ことので きる時間は、表薫攀轟 鐘よると、
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