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旧年年中はご愛顧賜りまして、誠にあり

がとうございます。一昨年の８月に３台目

となる連送車を購入し、２台体制で連結送

水管の耐圧試験を行っております。同時に

２カ所での耐圧試験をすることが可能です。

是非、ご利用下さい。

さて、昨年の11月にサイボウ安全衛生協

力会の皆様とモリタ宮田工業㈱栗原工場並

びに尾西食品㈱古川工場の見学に行ってき

ました。実際に消火器の工程作業や非常食

の食品管理を目の当たりにし、営業の知識

に繋げて頂けたらと思います。

今後も社員とサイボウ安全衛生協力会が

一丸となってお客様に尽くして参りますの

で、本年も宜しくお願いします。

元 旦

３台目となる連送車

協力会とのモリタ宮田工業栗原工場見学

謹んで新年のお慶びを申し上げます

本　　　社　〒337－0004
さいたま市見沼区卸町2－6－15（卸売団地）
蕁（048）687－3131
FAX（048）687－2001
http//www.saibou.co.jp/
e-mail:saibou@saibou.co.jp

東京支店　　〒110－0015
東京都台東区東上野２－11－15
蕁（03）5812－5041・FAX（03）5812－50422020年１月　NO.218

☆健康経営優良法人2020認定を目指して参ります！

毎年、健康診断を社員・パート社員（嘱託社員も含む）全員で受診しておりますが、要検

査の方の数が減らないことで悩んでおりました。

そこで、会社として社員の健康を第一に考え、「健康経営」を目指すことを決定いたしまし

た。やはり、健康でないと何をするにも楽しくないですよね。これから、社員一丸となって

「健康経営」を目指して参ります。
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2020年は子年です。子とは、干支（十二支）の第１番目に数えられ、年・日・時
刻などにあてます。方角は北で、時刻は今の深夜０時を中心にして前後２時間です。
陰暦では11月の異称で、新暦ではおおむね12月に当たります。五行では「水気」、陰
陽では「陽」になります。子は本来は「孳」で「ふえる」の意味です。新しい生命
が種子の中に萌し始める状態を表します。後に覚えやすくするために動物の「鼠」
を割り当てました。ここでは子・鼠にちなんだ社寺をいくつか紹介しましょう。

子年の守護神は大国主命、守り本
尊は阿弥陀如来です。大国主命は、
国津神を統べる神であり、また、日
本神話でしばしば登場する神さまで
す。大国主命が須勢理毘売命（素戔
嗚命の娘）を妻として娶る際、素戔
嗚命の与えた試練を乗り越えるのを
助けたのが鼠であったといわれてい
ます。
その大国主命を祭る神社は全国に
数多くあり、出雲大社をはじめ金刀
比羅宮、大国主神社、大國魂神社、
武蔵一宮氷川神社、小國神社などが
有名です。子そのものずばりの神社
も多く、子之神社は神奈川から静岡
東部にかけて多数鎮座されていま
す。また、本殿や拝殿の前に狛犬が
並んでいるのに代わって、「狛ねず
み」がいる神社もあ
ります。
たとえば、横浜市
の戸部杉山神社には
一対の狛ねずみが安
置されています。こ
の狛ねずみが置かれ
ている台は回るよう
になっており、像を
１回転させながら願い事をすると願
いを叶えてくれるそうです。男性は
向かって右、女性は左の狛ねずみを
回します。

杉並区にある福相寺は1589年、身
延山久遠寺20世一如院日重が創建し
た日蓮宗のお寺。伝教大師作といわ
れる満願大黒天がまつられており、
境内には神の使いであるねずみが米
俵に乗った姿で安置されています。
なお、大黒天は北方の神とされ、北
は十二支で子（ねずみ）に当たるこ
とから、大黒天の神使いがねずみと

された、といわ
れています。
京都にも狛ね

ずみのいる神社
があります。地
元では“ねずみ
の社”といわれ
ている大豊神社
で、「哲学の道」

近辺の氏神として知られています。
平安時代の887年に建立されたとい
われ、以前は哲学の道の背後にある
椿ケ峰の山中にありました。そのた

め椿ケ峰神社ともいわれましたが、
寛仁年間に現在地へ移転しました。
神社奥の本殿の横にある大国社に一
対の狛ねずみがあり、向かって左は
無病息災や子孫繁栄を表す水玉（酒
器）を持っており長寿を表し、右は
巻物を持っていて、これは学問成就
を表します。
滋賀県にある三井寺。観音堂への
石段に祀られている十八明神は、
“ねずみの宮さん”と呼ばれていま
す。平安時代、三井寺の高僧・頼豪
阿闍梨が比叡山と争い、その念が８
万4000のねずみとなって比叡山に向
かったという伝説があり、その時の
ねずみの霊を祀ったのが由来とか。
大阪の敷津松之宮／大国主神社も
狛ねずみのいる神社として有名で
す。地元では“木津の大黒さん”の
名で知られ、金運アップのご利益が
注目されています。社殿の両脇には、
一対の狛ねずみが並んでいます。狛
犬は口を開けているものと、閉じて
いるものが一対になっているのが一
般的。開けているのは「阿」、閉じ
ているのは「吽」で、「阿吽の呼吸」
もこれからきていますが、この狛ね
ずみも同様に向かって左が閉じ、右
が開いています。令和初めてのお正
月。ぜひ、これらの神社仏閣にお参
りしてはいかが。

新年明けましておめでとうございます
2020年　　　元旦

戸部杉山神社の狛ねずみ

大豊神社の狛ねずみ、左は酒器を持ち、右は巻物を持っている 敷津松之宮／大国主神社の狛ねずみ

米俵の上に乗る福相寺の狛ねずみ
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博報堂生活総合研究所は毎年、「ヒ
ット予想ランキング」を発表、話題に
なりそうなもの、人々の生活に普及・
浸透していそうなものをランキング形
式でまとめています。
そのランキングによれば、2020年ラ

ンキングの予想キー
ワードは、【変化本
番】とか。
同研究所では４つ

の【変化本番】をあ
げています。
■グローバルイベ

ントによる「変化本
番」＝56年ぶりの開催となる「東京オ
リンピック・パラリンピック」（１位）。
それに伴って、増加が予想される観光
客向けの「外国人サービス」（14位）
に注目が集まっています。
■次世代通信による「変化本番」＝
2020年の実装が予定されている次世代
通信「５Ｇ（ファイブ・ジー）」（７位）。
それによるＩｏＴ（23位）、「ｅスポー
ツ」（19位）の進化に期待が集まって

います。
■キャッシュレス化による「変化本
番」＝「消費増税」（10位）に伴いポ
イント還元が実施される「キャッシュ
レス決済」（３位）、「QRコード決済」
（5 位）が上位に。

■働き方改革による「変
化本番」＝「働き方改革」
（23位）を受けて「副業」
（19位）がランクインし
ています。また、空いた
時間を活用できる「個人
が配達するフードデリバ
リー」（26位）、「フリマ

アプリ」（17位）といった新しい働き
方・稼ぎ方にも注目が集まっていま
す。
■超高齢化による「変化本番」＝「高
齢ドライバーの事故防止策」（４位）、
「自動運転システム搭載車」（８位）に
注目する声が多く、また、「資産形
成・資産運用」（26位）や「終活」（22
位）など、長期化する人生に自ら対処
しようとする動きも高まっています。

キーワードは「変化本番」
2020年はこうなる!?

完成した新国立競技場

子年にはどんなことが起こっていた

のか、戦後の子年の出来事をみてみま

しょう。

■1948（昭和23）年
美空ひばりが歌手デビューしたのが

この年。また、国家消防庁が設置され、

一方で東京消防庁が独立しました。新

警察制度、水産庁が発足。海上保安庁

設置など政府機関の改編が進んだのも

この年です。

■1960（昭和35）年
日米相互協力及び安全保障条約（新

安保条約）が調印されたのがこの年。

また、この年は“アフリカの年”でカ

メルーンがフランスから独立したのを

はじめ、中央アフリカ共和国、ナイジ

ェリア、モーリタニアなどの国が独立。

チリ地震で日本でも津波の被害があり

ました。

■1972（昭和47）年
この年は出来事が盛り沢山。１月、

まずグアム島で元陸軍兵士の横井庄一

さんを発見。２月に日本に帰還。「恥

ずかしながら帰ってまりました」は流

行語に。同じ２月に札幌オリンピック

開幕。また、この月に連合赤軍による

浅間山荘事件勃発。同月28日に全員逮
捕。３月には高松塚古墳で極彩色の壁

画が発見されました。４月にはノーベ

ル文学賞作家の川端康成さんが自殺。

５月には大阪・千日前デパート火災が

発生し、死者118人を出しました。同
じ５月にはアメリカから日本へ沖縄返

還があり、沖縄県が発足しました。

■1984（昭和59）年
１月にアメリカのアップルコンピュ

ータがMacintoshを発売。価格は

2495ドル。しかし、大きなアプリケー
ションではメモリーが不足し、フロッ

ピーディスクをひん繁に入れ換える必

要があり、実用性には問題が。実用に

耐えるマシンとなったのは翌年といい

ます。

■2008（平成20）年
５月、中国四川省で大地震発生。死

者は６万9197人を数える大災害に。

子（鼠）についてのことわざ

子、ねずみについてのことわざとい
えば、「窮鼠猫を噛む」「袋の鼠」「泰
山鳴動して鼠一匹」などが一般によく
知られていますが、その他のことわざ
を紹介します。
【鼠の尾まで錐の鞘】どんな下らな

いものでも役に立つということ。
【鼠が塩を引く】取るに足らない些

細なことであっても、放っておくとい
ずれ重大な事態を招くということ。
【家に鼠、国に盗人】どんな世界で

も害毒になる存在は必ずいるというこ
と。
【鼠壁を忘る壁鼠を忘れず】傷つけ

た側はすぐ忘れるが、傷つけられた側
は恨みをいつまでも忘れないというた
とえ。
【時に遇えば鼠も虎になる】時流に

乗れば、つまらない者でも出生して権
力をふるうようになるというたとえ。
【猫の額にある物を鼠が窺う】自分

の実力を考えず、大それたこと、無謀
なことをしようとすることのたとえ。
【鳴く猫は鼠を捕らぬ】よく鳴く猫

は鼠をとらないということから、口数
が多い者は、とかく口先だけで実行が
伴わないということのたとえ。

子年 歴史に残る事件が多く起こった子年

1972年＝横井さん帰還、浅間山荘事件、川端康成さん自殺

2020年ヒット予想ランキング

１　東京2020オリンピック・パラリン
ピック

２　ドライブレコーダー
３　キャッシュレス決済
４　高齢ドライバーの事故防止策
５　QRコード決済
６　AI（人工知能）
７　５Ｇ（ファイブ・ジー）
８　自動運転システム搭載車
８　無人レジ、無人店舗
10 熱中症対策商品
10 消費増税
12 テイクアウト
12 ドローン
14 外国人向けサービス
15 VR（仮想現実）
16 廃プラスチック運動
17 フリマアプリ
18 おひとりさま用の商品やサービス
19 ｅスポーツ
19 スマートホーム・スマート家電
19 副業
22 終活
23 ＩｏＴ(Internet of Things)
23 働き方改革
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詳しい内容については当社担当者までお問い合わせ下さい。 本社 TEL 048-687-3131

地震や津波、台風、洪水、さらには火山の噴火などわが国にはさまざな

自然災害が発生し、人命や社会生活に大きな被害を及ぼします。そして、

こうした災害にともない発生するのが避難生活の疲労、環境の悪化などに

より間接的な原因で死亡する災害関連死です。なかでも問題は、避難所で

不衛生なトイレを使用したくないため、食事や水分の補給を控え、エコノ

ミー症候群を発症し、亡くなる方が少なくないことです。

災害用トイレ「ラップポン・トレッカー」は、2005年の発売以来、多

くの被災地での声を活かして改良を重ね、より使いやすくなっているのが

特徴で、災害でもトイレを我慢する必要のない環境を作り、関連死を未然

に防止します。

臭いや菌を漏らさない防臭フィルム

安心の音声案内

緊急時対応可能なオプション品

特殊フィルムと凝固剤の信頼の試験データ

処理時間の目安を表示

さらにコンパクトで持ち運びも簡単に

省電力モード／電源OFF機能

収納ポケット搭載

工具不要で組み立て簡単

安心設計の安全機能付き

組立てトランク型自動ラップ式トイレ
ラップポン・トレッカー

最高に使いやすい災害用トイレ！

ラップポン・トレッカー　安心の10機能 使い方はとっても簡単

凝固剤を入れる
専用凝固剤を投入し、排泄を済ま
せ排泄物の水分を凝固させます。

▼

スイッチのボタンを押す
排泄後、スイッチのボタンを押す
と自動でラップを開始、防臭フィ
ルムは自動で供給されます。

ラップ済みの袋を取り出す
約90秒後、終了音（ピッピッピー）
が鳴ると切り離し完了です。底ト
レーを引き出し、ラップ済みの袋
を取り出して下さい。

▼

ラップポンは官公庁や自治体、企業などに１万台以上の導入実績
があります！
また、ラップポンは東日本大震災をはじめとして中越沖地震、北

海道胆振東部地震、熊本地震などで避難所などの施設に設置され、
その度に改良され、性能が進化しています。

全国の官公庁や自治体、企業などで
１万台以上の導入実績！


