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昨年は、「健康経営」を目指して厚

生労働省、埼玉県、さいたま市の健康

経営の認証を取得することが出来まし

た

コロナ禍でも１人の罹患者を出すこ

となく、衛生対策や働き方をサイボウ

安全衛生委員会がよく考え、働き方改

革へ繋がる推進役となってくれまし

た。これからも安全と衛生に、一丸と

なって取り組んで参ります。

さて、会社の取り組みとして、もう

一つ取得したのが「さいたま市CSRチ

ャレンジ企業」です。SDGsやCSRと

いった考え方を、弊社でも少しずつ取

り組み、“持続可能な社会”の実現に

向けて、少しでも社会のお役に立てる

企業を目指し、社員一丸となって参り

ますので、今後ともどうぞ宜しくお願

い致します。
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謹んで新年のお慶びを申し上げます
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☆ホームページのリニューアルをしました

昨年立ち上げたサイボウデジタル㈱によって、ホームページのリニューアルをしました。

グーグルのホームページの弊社の評点が、以前は30点でしたが、今回97点になりました。皆

様も是非ご覧下さい。



2021年は丑年です。丑は、干支（十二支）の２番目で、年・日・時刻などにあて
ます。方角は北北東で、時刻は午前２時を中心とする午前１時～３時の２時間をい
います。陰暦では12月、五行では「土気」、陰陽では「陰」になります。丑という文
字は、手の指を曲げて物を握る様子を表した象形文字で、『漢書』では、丑は曲がる、
ねじるという意味を持ち、芽が種子の内部で伸びきらない状態を表します。十二支
は、植物が循環する様子を表しており、２番目に来る丑は、子年に蒔いた種子が芽
を出して成長する時期とされます。この丑・牛にちなんだ社寺をいくつか紹介しま
しょう。

今年の初詣は、コロナウイルスの
感染拡大防止ということで例年と大
きく変わります。神社本庁では、
「神社における新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン」をまとめ、
全国の神社に感染防止の徹底を促し
ています。そのなかでは、参拝者が
手を清める際に使うひしゃくの撤去
や「三密」を避けるために賽銭箱を
複数設置すること、参拝の経路を一
方通行にすることなどを例示してい
ます。
こうしたなか、各地の神社では三
が日の混雑を避けるため、初詣の期
間を12月から２月の節分までとした
り、参拝する場所を複数設けたりし
て、「分散参拝」を
呼びかけています。
さらに、参拝を控え
る人のために、家内
安全や商売繁盛など
の希望に合わせて、
事前に祈祷したお札
を郵送したり、オン
ラインでお札やお守
りを授与できるようにしています。
また、キャッシュレスで賽銭を受け
付けるなど、コロナ禍での初詣に新
しい様式を取り入れる動きが出てい
ます。
ところで、牛にちなんだ神社とい
えば、何と言っても学問の神様・菅
原道真をまつる天満宮、天神社です
ね。太宰府天満宮は、菅原道真公が
59歳の春に亡くなり、亡骸を乗せた
牛車が都府楼の北東の方向へ進んだ
ところ、牛が動かなくなりました。
そこで、その牛車が止まったところ

に遺骸を葬り、社を建てました。こ
れが太宰府天満宮のはじまりと伝え
られています。その天満宮の境内に
は、御神牛像が全部で11体祀られて
いて、頭を撫でると知恵を授かり、
自分の怪我や病気のある場所を撫で
ると快復するといわれています。
道真公ゆかりの天満宮、天神社は
全国各地にあり、その数１万以上と

か。古くから天
神信仰のある北
野の地にある北
野天満宮（大阪
府）、道真公が
九州に渡る直前
に滞在した防府
にある防府天満
宮（山口県）は、

太宰府天満宮とともに日本三大天神
といわれています。また、関東周辺
では湯島天満宮（東京都）、亀戸天
神社（東京都）、谷保天満宮（東京
都）が関東三大天神といわれていま

す。
その名もすばり牛天神の通称で知
られるのが北野神社（東京都）。古
くは金杉天神と称しており、寿永元
年、源頼朝が付近の入り江に船を繋
ぎ、波風が収まるのを待って休息し
ている時、夢に牛に乗った道真公が
現れました。眠りから覚めると傍ら
に岩があり、それが道真公が乗った
牛に似ていることから、その岩を牛
石と呼び、その後、太宰府天満宮か
ら御分霊を勧請し、牛石を御神体と
しました。境内には、いまも牛の形
をした岩が残っています。
その他、配流になる前に参拝され
た大阪天満宮（大阪府）、おばの覚
寿尼を訪れ、別れを惜しんだ地に創
建された道明寺天満宮（大阪府）、
安倍晴明一族が道真公を偲び祀った
上野天満宮（愛知県）などあります。
この機会に近くの天神様にお参りし
てはいかが。

新年明けましておめでとうございます
2021年　　　元旦

太宰府天満宮の御神牛像

天満宮の御神牛像は境内に11体も

湯島天神の牛像 大阪天満宮の臥牛像

北野神社の牛石



2020年は、新型コロナウイルスの影
響で自宅消費・非３密消費をベースと

する新しい生活様式、いわゆる「ニュ

ーノーマル」が大きくクローズアップ

されました。博報堂生活総合研究所が

毎年発表する「ヒット予想」をみると、

2020年に生まれたこ
の大きな変化が、そ

のまま 2021年に継
続・発展していくよ

うです。

「2021年ヒット予
想」では、第１位に

「キャッシュレス決

済」が入り、２・３位には「ドライブ

レコーダー」「エコバッグ」が続いて

いるのをみても、いずれも2021年以降
に急ヒットするというアイテムではな

く、すでに2021年に急拡大したヒット
アイテムが、上位を占めていることが

分かります。

2021年のヒット予想は、このように

すでに2021年に世間を席巻した新アイ
テム・サービスが多いのですが、同研

究所では、「レスしてリッチに」をテ

ーマに、さらに簡略化・時短・非所有

などが進むと予想しています。

そして、この「レスしてリッチ」と

いう志向は、４つの方向

性が考えられる、といい

ます。

●「慣習」をレスして、

「選択肢」をリッチに＝

電子決済、テレワークな

ど

●「移動」をレスして、

「時間」をリッチに＝ライブ配信、フ

ードデリバリーなど

●「心配」をレスして、「安心」を

リッチに＝ドライブレコーダー、エコ

バッグなど

●「所有」をレスして、「体験」を

リッチに＝サブスクリプション、フリ

マアプリなど

キーワードは「レスしてリッチ」

2021年はこうなる!?

テレワークでリッチに

丑年にはどんな事件が起きていたの

でしょうか。江戸時代から現代までの

出来事をみてみましょう。

■1853（嘉永６）年　ペリー率いるア
メリカ合衆国の軍艦４隻が江戸湾に侵

入。いわゆる黒船来航

■1865（慶応元）年　第二次長州征伐
■1877（明治10）年　西南戦争、東京
大学設立

■1889（明治22）年　大日本帝国憲法
発布、東海道本線全線開通

■1901（明治34）年　官営八幡製鉄所
建設

■1913（大正２）年　沖縄県庁放火事
件、第一次護憲運動

■1925（大正14）年　日ソ基本条約締
結、NHKラジオ放送開始、治安維持

法及び普通選挙法制定、鶴見騒擾事件

■1937（昭和12）年　盧溝橋事件、第
二次上海事変（支那事変）始まる

■1949（昭和24）年　下山事件、三鷹
事件、松川事件と戦後の重大な疑惑事

件相次ぐ、NATO発足、中国共産党

が北京略取、湯川秀樹氏がノーベル賞

受賞

■1961（昭和36）年　アメリカ大統領
にジョン・Ｆ・ケネディ氏就任、ソ連

のガガーリンが世界初の有人宇宙飛行

に成功

■1973（昭和48）年　オイルショック、
変動相場制移行

■1985（昭和60）年　日本電信電話公
社民営化によりNTTグループ発足、

青函トンネル貫通

■1997（平成９）年　消費税改定
（５％）、山一証券破綻

■2009（平成21）年　民社国連立政権
誕生、裁判員制度始まる

牛についてのことわざ

牛についてのことわざといえば、
「牛にひかれて善光寺参り」「牛の歩み」
などが一般によく知られていますが、
ここではあまり知られていないことわ
ざを紹介してみます。
【牛に対して琴を弾ず】高尚なこと

を言っても、志の低い者には理解され
ないたとえ。
【牛にも馬にも踏まれず】子どもが

無事に成長して、一人前になることを
いう。
【牛の籠脱け】鈍重なものには手際

のよいことはできないことのたとえ。
【牛は願いから鼻を通す】自分から

望んでわざわいを求めることのたと
え。
【牛に喰らわる】欺かれるの意。
【牛はいななき馬はほえ】物事のさ

かさまなことをいう。

丑年 歴史的事件が多発した丑年

1853年＝黒船来航、1937年＝支那事変、1973年＝オイルショック

2021年ヒット予想ランキング

１　キャッシュレス決済
２　ドライブレコーダー
３　エコバッグ
４　テレワーク
５　オンライン会議
６　QRコード決済
７　ソーシャルディスタンス
８　東京2020オリンピック・パラリン
ピック

８　５Ｇ（ファイブ・ジー）
８　AI（人工知能）
11 テイクアウト
12 感染防止対策用品（マスク以外）
12 オンライン授業／学習
14 無人化（無人レジ、無人店舗）
15 宅配ボックス
15 個人が配達するフードデリバリー
17 熱中症対策商品
18 ライブ配信
19 多様化するオフィス空間
20 高機能マスク

陰陽五行説から、丑年をみてみまし
ょう。陰陽五行で十干の「辛」は陰の
土、十二支の丑は陰の金で、相生（土
生金）となります。相生は、「物事が
ほかの物事を促進したり、育てたりす
る関係」を意味します。また、「土生
金」は、金属類は土の中の鉱脈のなか
にあり、土を掘ることによってその金
属を得ることができる、ということを
表しています。

丑の起源は、嬰児出生時に手を握り
しめている様からといわれており、誕
生・創造などがイメージされます。先
の土生金からも発掘を連想させますの
で、2021年は新たな試みをする年、と
いえるかも知れませんね。そういえば、
2020年にはコロナ禍によりソーシャル
ディスタンスなど新たな生活様式が
人々の間に定着しています。これがさ
らに進化する？

2021年（丑年）はどんな年に？
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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

新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、感染防止のため、①密閉、②

密集、③密接の“３密”を避け、お互いの距離をとる、いわゆるソーシャ

ルディスタンスという考え方が一般的となっています。もしいま、地震な

どの災害が発生し、避難を余儀なくされた場合、これまでの避難所の運営

方法では“３密”が避けられません。そこで政府では、多くの避難所を開

設し、１か所に集まる人数を制限する分散避難を呼びかけています。小型

ポータブル蓄電池「HUG-400A」は、“電気を持ち運ぶ”という発想で、

この分散避難を可能にしています。

電気容量は390whで5.3㎏と超軽量。USB出力ポートは12

口で、実用性とポータビリティを両立させています。スマート

フォンなら約60回、テレビなら約５時間、LED電球なら約

100時間、ノートパソコンなら約20回充電が可能です。

充電方法は、３通りあります。①室内でのAC充電、②

ソーラーパネル充電、③HUG-CAR充電。

安全性の高いリチウムイオン電池を使用し、UR規格に合格。国連協定規則の車

載用リチウムイオン電池試験に準じた試験に合格しています。また、国際的認

証機関のTUV-PSEテストにも合格しています。さらに、釘刺しテストの結果、

激しい発煙や漏液、発火、破裂はありませんでした。

小型ポータブル蓄電池
HUG-400A

災害時の「分散避難」を可能に！

■電気を持ち運べる！　実用性とポータビリティを両立

■何度でも充電できる！　充電方法は３通り

■各種安全性テスト確認済み!

小型分散して、密の発生を抑え込む！

小型ポータブル蓄電池「HUG-400A」
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