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県労福協構成団体だより
あの店、
この店、
どんな店

長野ろうきん大町支店
松川村 居酒屋楓

（ふくちゃん）

今年の信州は

〜身に覚えの無いメール等による架空請求にご注意！〜

特集

７年に１度のお祭りが熱い！

柔軟剤等の香りに関するトラブルにご注意！
それ詐欺かもしれません！

はたらく人の「みらい・あんしん」学校を開催！
ウエジョビ

比田井福校長YouTubeライブで熱く語る

このセミナーは、はたらく人の生活向上を目指し前身の労働者福祉学校
から数えて30回目となりました。昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡
大により、Web形式での開催となりました。
２月19日（土）の全体セミナーは今年３年目となる上田情報ビジネス専門学
校副（福）校長の比田井和孝先生にお願いし「幸せな人生を歩むためにとて
も大切なこと」をテーマとした公演をYouTubeライブで配信しました。全体セミ
ナーの視聴申込には昨年を上回る約450名の申込を県内外からいただき、比
田井先生の「熱い授業」を多くの方が視聴され多くの方から「いいネ！」「前向
きに頑張ろうと思った」等の共感の声をいただきました。
また、個別セミナーではろうきん・こくみん共済coop・県生協連・県住宅生協が作成し
た生活に役立つ個別セミナー動画を、２月１日～２月28日まで県労福協のHPで公開配
信を行い、こちらも多くのみなさまにご視聴いただきました。
次年度も多くの方に参加いただけるセミナーを目指して、はたらく人の「みらい・あん
しん」学校の開催を企画していますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

食べ物に困っている家庭の子供たちや生活困窮者に食糧支援を実施
冬の食糧支援取組結果

２０２１年１１月２２日〜１２月２４日

県労福協では昨年に引き続き、食糧資源を有効活用し食品フードロスを削減しながら、新型コロナウイル
ス感染症拡大によって、日々の食事にも窮する家庭や給食のない長期休暇中、十分に食べられない子供た
ちの食事をサポートし、子供たちの健やかな成長を助けるために、県内の経済団体
や地区労福協などと協働して「冬の食糧支援」募集を２０２１年１１月２２日～１２月
２４日に行いました。取組結果は全県下で１，８０１個、４９３㎏の食糧を支援をいただ
きました。ご協力いただきました各団体・企業様大変ありがとうございました。
来年度も同様に年２回夏と冬の食糧支援を行っていきますので、引き続きのご
支援、ご協力をお願いいたします。

ろうきん奨学会がお子様の夢の実現をサポートします！

2022年 奨学生募集
申込期間：2022年１月１７日(月)〜2022年３月31日（木）

申込資格：長野県労働金庫の会員構成員およびその子弟で、大学院・大学・短大・専門学校及び高等学校に在学または入学
見込みの方。（一般の方でも暮らしサポートセンターに加入していただけると申込資格が取得できます。）
貸付時期：毎年１回（４月に12ヶ月分）資金交付いたします。但し、初年度は４月末に資金交付いたします。

募集定員、最長交付期間及び奨学金額：交付期間はその学校における正規の就学期間が終了する日までとします。
大学院生
大学生・短大生
専門学校生
高校生
利

若干名
170名以内
35名以内
若干名

４年
６年
５年
３年

上限1,440,000円以内（月額30,000円）
上限2,160,000円以内（月額30,000円）
上限1,800,000円以内（月額30,000円）
上限 360,000円以内（月額10,000円）

※高等専門学校生は専門
学校生に含む

子：無利子

店頭に説明書をご用意しております。詳しくはお近くの長野県労働金庫本支店・出張所・ローンセンターまたは
長野県暮らしサポートセンターまでお問い合わせください。
＜ろうきん奨学会＞ インターネットでも〈奨学金〉の情報がご覧いただけます。
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ホームページ

構 成 団 体 だ よ り

長野ろうきん大町支店

ろうきん大町
支店は、おかげ
さまで店舗移転
５周年（平成28
年11月にＪＲ信
濃大町駅隣へ
移転）を迎えま
した。地域の皆
様方のご支援、

しては、例年、定年退職を間近に控えた方を対象とした
『退職前準備セミナー』を開催しています。今年度も大
町会場と松川会場の２か所にて開催し、あわせて37名
の参加をいただきました。スムーズにご退職手続きを
進めていただくとともに、ご退職後も引き続きろうきん
をご利用いただければ幸いです。
また、卒業を間近
に控えた高校３年
生には、金融教育の
一環として、『マネー
トラブル基礎講座』
（高校生セミナー）
高校生セミナー
を開催しています。今年度参加した生徒からは、「社会
に出る前に知ることができて良かった」等の声をいた
だいており、今後も取組みの輪を拡げていければと考
えております。
最後になりますが、これからも大北地区労福協と連
携しながら、地域の皆様に寄り添った取組みを実施し
てまいりますので、引き続きのご愛顧のほど、よろしくお
願い致します。

ご協力に改めて感謝申し上げます。
大町支店の営業エリアは、大町市の他、北安曇郡池
田町、小谷村、白馬村、松川村の１市１町３村となりま
す。74の団体会員、約1万人の間接構成員の皆様を中
心にお取引きいただいておりますが、信濃大町駅隣と
いう立地面から、ＡＴＭ利
用の観光客を含む多くの
駅利用者の方々にもご来
店をいただいております。
大北地区労働者福祉
協議会との協働取組みと
退職前準備セミナー

あの

この

読者
の声

どんな

店 店 店
松川村『居酒屋楓』

信濃松川駅から南へ徒歩５分、
板取の
信号を東に曲がり大糸線を潜ってすぐの
路地を北へ入ると看板が見えてくるその店
は、
私の行きつけ
『居酒屋楓』
。
平日でも老
若男女問わないお客で賑わいを見せてい
る。
地元のお客さんが多いが、
たまにネットで見て来たとかタクシーに
連れてきてもらったというお客さんもいる。
メインは焼き鳥だが、
冬にはおでん、
夏には
串揚げがあり、
また刺身も美味しい。
〆にはラ
ーメンやカレーが食べれられる。
なんでもある。
刺身やツマミはホワイトボードに40品以上書いてあり、
不定期でメニ
ューが変わっていく為、
毎週通ってもメニュー制覇は不可能である。
気の小さい私は焼き鳥をビールで流し込ん
でから、
寒い日は刺身やおでんで熱燗をいた
だいて隣の
『スナック楓』
に下手な歌を歌いに
行くのである。

板取

至安曇野市

居酒屋楓
306
●
みどりクリニック

至池田町

147

高瀬川

長野県北安曇郡松川村板取5794-354
営業時間／17：00〜24：00
定 休 日／木曜日
☎0261-62-9188

今号の日々是好日面白かったです。読み入りまし
た。白虎の親子の写真も内容に合っていたし締め
の大虎に変身もクスッとしました。（伊那市）
比田井和孝先生のお話はラジオでもよくお聞きし
ます。とても分かりやすくそして子供たちへの情熱や
愛情も感じられるのでこういったこれからの未来に
役に立つセミナ－はどんどん開催していってほしい
です！ながの労福協の新年号にハニ-ココが掲載
されたことがとてもうれしいです。我が家はイベント
の度にハニ-ココのホ－ルケ－キなので特にうれしか
ったです。とってもおいしいケーキです。（佐久市）

至大町市

信濃松川駅

「居酒屋楓」

労福協ではどんな活動をしておりどんな方が代表
となって、取り組んでいるのか分かりやすくまとまって
おり読みやすいです。（上田市）

今回の間違い探しは難しかったです。
でも、見つけた時はかなり嬉しくなりました！
たまには難しい間違い探しもいいなとおもいまし
た（長野市）
ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.331
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今年の信州は、

7年に１度のお祭りが熱い！
善光寺

〜仏様と結縁する御開帳〜

七年に一度、御本尊と同じお姿をした前立本尊を公開するのが
「御開帳」です。阿弥陀如来の右手に結ばれた金糸が、白い「善の
綱」となって回向柱に結ばれ、回向柱のどこか１面に触れると前立本尊とつながり功徳が得られるといわれています。

善光寺前立本尊 御開帳スケジュール
○善光寺御開帳開催期間
令和４年４月３日（日）〜６月29日（水）
○３月27日（日） 回向柱受入式（えこうばしらうけいれしき）

期間中に本堂の前に立つ10mもの高さの
「回向柱」
が寄進されます。

○４月２日（土） 前立本尊御遷座式（まえだちほんぞんごせんざしき）

御開帳開幕前日の午後に行われる「前立本尊御遷座式」。白装束の
男性たちが前立本尊が入った厨子をのせて、御宝庫から本堂まで
運びます。

○４月３日（日） 開闢大法要（かいびゃくだいほうよう）

御開帳初日の朝６時、住職の手によって前立本尊の厨子が開かれ
ます。その後、午前10時から開闢大法要が営まれ、御開帳が始まり
ます。

○中日庭儀大法要（ちゅうにちていぎだいほうよう）
浄土宗 4月23日（土）
天台宗 ５月７日（土）
御開帳の中でもっとも重要な法要です。豪華な衣装をまとったお
稚児さんを先頭に一山住職の行列が前庭へと進み、
本堂前に立つ
回向柱の前で法要を執り行います。僧侶に差し掛けられる真っ赤
な傘、蓮の花をかたどった散華（さんげ）など、極楽を思わせる世界
が広がります。
（写真）

○６月29日（水） 結願大法要（けちがんだいほうよう）

88日間にわたる善光寺御開帳は、
「結願大法要」によって終わりを
告げます。

○６月30日（木） 前立本尊御還座式（まえだちほんぞんごかんざしき）
前立本尊が御宝庫にお遷りになるための儀式です。
回向柱の前で
法要が執り行われます。

©善光寺

善光寺本堂では
こちらも見逃せない！
御印文頂戴
御本尊と同じ閻浮檀金
（えんぶだごん）
で作られたとされる善光寺の宝印
「御
印文」
。
この印を額に押されたものは、
極楽浄土への道が約束されるといわれ
ています。
御開帳期間中は特別に頂戴
することができます。

お戒壇巡り
本堂の内々陣奥に床下へとくだる階段
があります。
明かりのない床下の回廊中
ほどにある極楽の錠前に触れると極楽
往生が約束されます。
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朝、善光寺は
早朝参拝がおすすめ
【お朝事】
【お数珠頂戴】
は要チェッ
クポイント。
社会状況により変更も
あり、
HPで要確認を！

善光寺御開帳の感染対策
①善光寺御開帳のシンボル「回向柱」に信州大学工学部と松本市
の企 業が 開発した光触 媒コーティングを施してウイルス対策を
し、参拝者には手指消毒をした上で触れてもらう。
②御開帳期間を今までの期間より1カ月延ばして開催し、
「分散参
拝」を呼びかけて感染対策に努めています。

善光寺御開帳期間の長野市内や周辺のガイドブックを要チェック！
ながの観光コンベンションビューロー
発行のパンフレット
下記のURL、
またはＱＲコードからどうぞ。
https://www.naganovb.or.jp/modules/xelﬁnder/
index.php/view/1358/善光寺御開帳へ行こう.pdf

善光寺御開帳 公式HP https://www.gokaicho.com

！

今年の県内は善光寺の御開帳をはじめ、御柱祭、ご遷宮、お練りまつりなど７年に１度のビッグイベントが目白押しです。
お祭りには、身近な行事から四季、文化にまつわるもの、祭事、神事など様々な形はあっても、通づるところは人々の祈りや願いが
込められている事です。
コロナが猛威をふるう昨今、疫病退散！コロナ収束の願いを込めて、県内の伝統的な行事やお祭りをいくつか紹介します。
これを機に改めて長野県の文化や歴史に触れたり、目的地周辺の注目スポットを訪れて見るのも良いかもしれません。
withコロナ時代における新しいイベントの楽しみ方を一緒に探していきましょう〜。

諏訪大社

〜迫力満点！御柱祭〜

信州・諏訪大
社は、
上社と下
社に分かれ、
さ
らに 上 社 は 諏
訪 市 の 本 宮と
茅野市の前宮、
下社は下諏訪町に春宮と秋
宮、
合計四つの社殿があります。
そして、
７年に
一度巡ってくる寅と申の年に宝殿を造営し、
社
殿の四隅にある御柱とよばれるモミの大木を
建て替える祭りを行います。
この祭りを
「式年造営御柱大祭」
。
通称
「御
柱祭」
と呼び、
諏訪地方の６市町村約20万人
の人々がこぞって参加する大きなお祭りです。
約1200年以上前から、
諏訪大社の氏子たちに
よって伝統が守られ、
粛々とこの神事が続けら
れていました。
＜御柱祭リーフレット抜粋＞

今年は７年に一度の大祭「御柱祭」が始まってい
ます。これからメインの日程をご紹介します。 コ
ロナの感染レベルによっては規制がありますの
で、観光で見に行きたい方は「御柱祭 公式ホーム
ページ」をチェックして、事故がないよう備えてく
ださいね。

○山出し
上社：４月２日(土) 〜４日(月)
令和４年の山出しの曳行は車輌による搬送となります。
下社：４月８日(金) 〜 10日(日)

)

○里曳き
上社：５月３日(火) 〜５日(木)
下社：５月14日(土) 〜 16日(月)

※山出し・里曳きの曳行ルートは御柱祭ホームページに掲載のリーフレット最終ページに
記載されていますので、参考にしてくださいね。

プチ情報です

観光の情報
食：「日本酒」九つの蔵元。
「うなぎ」、
「高原野菜」
「お蕎麦」
「寒天」
「お味噌」や「鯉・ワカサギ
など」の加工食品も定評があるそうですよ。
湯：上諏訪温泉・下諏訪温泉・蓼科温泉・奥蓼
科温泉などあったまりますねぇ〜。
ドライブ：霧ヶ峰・車山高原をめぐるビーナス
ラインがおすすめ！(天気が良い日に)

穗髙神社

御朱印集めをされてる方にはレア情報かも！? 今年いっぱいに限り、
諏訪
大社上社・下社の特別な御朱印がいただけるそうですよ。
皆さんコロナが落ち着いたら出かけてみてはいかがでしょうか？

御柱祭QRコード

御柱祭 https://www.onbashira.jp/
諏訪地方観光連盟 https://www.suwa-tourism.jp/

〜安曇野の誇り遷宮祭〜

穗髙見命を御祭神に仰ぐ穗髙神社は、
信州の中心ともいうべき 安
曇野市穂高にあります。
そしてその奥宮は、
北アルプス穂高岳のふもとの上高地に祀られ
ており、
嶺宮は、
北アルプスの主峰奥穂高岳の頂上に祀られていま
す。
醍醐天皇の延長５年
（西暦927年）
に選定された延喜式の神名帳には名神大社に列せられ、
古
くから信濃における大社として朝廷からも崇敬されてきました。
穗髙神社の永い歴史と伝統の中で、
最も重要で最大の祭りが20年ごとに御本殿を造り替える式年大遷宮祭と20年の間に２度行う小
遷宮祭である。
当神社に伝わる
「三宮穗髙社御造宮定日記」
にある文明15年
（1483年）
の記述が最古の造営記録とされており、
実際はそれよりもかな
り古くから行われていると考察され、
現在も古式のままに本殿を造り替えている。
遷宮祭は、
安曇人が守り伝え神々に真心を捧げて、
厳粛の中にも華やかさが融合した安曇野が誇りとするお祭りである。
（市無形民俗
文化財指定）

○奉祝行事令和４年４月29日（金）〜５月15日（日）９：00 〜 18：00（無料）

安曇野が誇る「穂高人形飾り物」が萌え立つ若葉と瑞々しく香る樹陰の境内に、森の木々を背景に神話・民話・歴史上の様々な場面が飾
り付けられ、きらびやかで迫力ある人形絵巻が展開されます。今回は、５場面あり「関ヶ原の戦い」
「本能寺の変」
「犀龍と泉小太郎伝説」
「忠
臣蔵一力茶屋」
「一ノ谷の合戦」でワクワクします。
（人形師団体は３教室１社あります。）
穂高人形の新着情報はこちらからもチェックできます。 https://blog.goo.ne.jp/bokuyusya/e/b1882be22164ae31f6f86557979ab1c8
遷宮祭限定頒布の御朱印や御守りもあります。

観光の情報
穂高町は、
食も有名：わさび、
馬刺し、
お蕎
麦、
おやきetc・
・
・ぜひ味わってください。

お問い合わせ：
「穗髙神社」ホームページor穗髙神社式年遷宮ホームページを参照ください。

公式HP

http://www.hotakajinja.com

※文中の文章並びに掲載写真は、穗髙神社様のご協力により、ホームページから引用させていただきました。
ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.331
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柔軟剤等の香りに関するトラブルにご注意！
相談事例

近所のコインランドリーやスーパーの店内など、
他人が使用している洗剤
や柔軟仕上げ剤の香りが強くて困っている。
はじめは気にならなかったが、
しばらくすると頭痛がして気分が悪くなった。
どうにかならないか。

近年、県内でも香害（こうがい）に苦しんでいる人からの相談が寄せられています。香害とは、柔軟剤や化粧
品、芳香剤等に含まれる合成香料（化学物質）が原因で、不快感や健康への影響が生じることをいいます。
こうした香りがきっかけで、化学物質過敏症※と診断された人は、頭痛、めまい、のどの痛み、疲労感など人によって
様々な症状が現れます。化学物質過敏症の原因や発生メカニズムは解明されておらず、確実な治療方法や予防方法
が分かっていませんが、有効な方法としては、原因となる化学物質にさらされないこととされています。
香りの強さの感じ方には個人差があります。周りの人に配慮して使用しましょう。
※微量な化学物質にも過敏に反応し、アレルギー疾患と似ていて、体調不良をおこす疾患のこと。

〜私たちにできること〜
〇自分にとっては快適な香りでも、不快に感じる人や、体調を崩す人がいることを認識しておきましょう。
〇学校や公共の場などの人が集まるところでは、洗剤、柔軟剤、香水などの香りが過度にならないようにしましょう。
〇使用量の目安を参考に、過度な使用を避けましょう。
〇商品によっては、香りの強さの目安が表示されているものがあります。商品を選ぶときは、こうした表示も参考にしまし
ょう。

それ、詐欺かもしれません！

〜身に覚えのないメール等による架空請求にご注意！〜
長野県内における令和３年中の特殊詐欺被害認知状況が発表されました。
●特殊詐欺認知件数 155件(前年比＋30件)
●被害額（１万円未満切り捨て） ２億6,894万円（前年比−2,783万円）

被害事例

県内に住む50歳代男性がパソコンを操作していると、
突然画面に
「ウイルスに感染しました。
」
と表示され、
男性は慌てて表示された連絡先に電話をした。
電話に出たインターネット関連会
社職員を名乗る男から、
「これから遠隔操作でセキュリティソフトを入れるので、
代金を電子
マネーで払うようにしてください。
」
と言われた。
男性は、
コンビニエンスストアでギフト券
（電
子マネー）
５万円分を購入し、
パソコン上に表示された入力画面にギフト券番号を入力し、
電
子マネーをだまし取られてしまった。

〇だましの手口
上記被害の手口は、パソコンなどにウイルス感染の警告画面を表示させるなどの方法で、記載した連絡先に電話を
架けさせ、修理費用などを口実として、電子マネーをだまし取るものです。
〇被害に遭わないためのポイント！
身に覚えのない請求や、動画サイト等を見ていて突然警告画面に切り替わっても、絶対に相手に連絡をしないでく
ださい。
焦って相手に連絡をしてしまっても、お金を払う義務はありません。相手に、自分の電話番号やメールアドレスなどを
伝えてしまった場合は、相手から頻繁に連絡や請求が来ることもありますが、一切関わらず無視をしましょう。着信拒
否・受信拒否の設定をし、着信拒否ができない場合は、留守番電話の設定を活用することをおすすめします。
そもそも「見知らぬ相手に電話をかけない、連絡を取らない」ことが一番の被害防止対策です。

県消費生活センターへのご相談

消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
県の消費生活センターは次の４か所です。
（相談時間 平日８：30〜17：00）
・北信消費生活センター
TEL 026-217-0009
・中信消費生活センター
TEL 0263-40-3660
・南信消費生活センター
TEL 0265-24-8058
・東信消費生活センター
TEL 0268-27-8517

消費者
ホットライン

い
や
やや
いや

188

※全国共通、局番なし

（長野県県民文化部くらし安全・消費生活課）
6
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柳澤 修嗣
弁護士

金銭問題

Q
A

Q
A

先日、どうしても１０万円が必要だったのですが、給料日がまだ15日先で、手元のお金では足り
なかったので、怪しげなインターネットサイトに出てきた「給与ファクタリング」を謳う業者に手数
料の３万円を支払って10万円を手に入れました。サイトに出ていた説明では、債権譲渡とか書い
てありました。今日、給与が支給されたので返済しましたが、他に何か問題は起きませんか。
ファクタリングとは、本来は、企業が取引先に対 いを受けますので、手数料の金額が利息制限法や
して持つ売掛金債権を買い取るサービスのことで、 出資法の制限を遵守していなければなりません。
手数料はかかりますが、売掛金の支払期日よりも 貸金業登録がなされておらず、高額な手数料を請
早く現金を手にすることができるということで、資 求している業者は違法業者であり、ヤミ金と同じで
金繰りの手法として用いられることがありました。
すから、絶対に取引をしてはいけません。かつての
給与ファクタリングは、企業の売掛金ではなく、 ヤミ金業者が給与ファクタリングの名を借りて活
個人の給与を対象として行うファクタリングサービ 動していることも多いようです。
スのことですが、近時、この給与ファクタリングで、
ご相談の事例では、次の給与支給日までの15日
業者が勤務先に取立をしてトラブルが生じたり、違 間で10万円の30％に相当する３万円の手数料が取
法ファクタリング業者が貸金業法や出資法違反で られていますので、明らかに手数料が高額に過ぎ、
警察に摘発されたりする事例が相次いでいます。
違法業者からファクタリングサービスを受けたとい
金融庁は、給与ファクタリングを業として行うに ってよいでしょう。既に、返済済みということであ
は貸金業登録が必要との見解を示していますの れば、業者から何らかの請求がなされることはな
で、適法な給与ファクタリング業者には、貸金業登 いと思いますが（利息過払金の返還等は別途問題
録番号が付与されているはずです。また、この給与 にはなり得ます）、今後二度と関わりを持たないよ
ファクタリングは債権譲渡ではなく、貸金という扱 うにした方がよいです。

10年以上前に父が死亡しましたが、父は負債が多くあり、相続人の母、兄、私はいずれも相続
の放棄をしました。そのため、父の相続人はいません。
ところが、最近になって、市の方から、父の遺産である建物が倒壊しそうであるため、娘の私に
何らかの対応をしてほしいと言われました。
私は、既に父の相続を放棄しているのに、父の遺産の建物の管理、処分等の対応をしなけれ
ばいけないのでしょうか。
民法第940条は、
「相続の放棄をした者は、
その放
棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始
めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一
の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければ
ならない。」
と定めます。
したがって、相続を放棄した
としても、新たに管理する者が現れるまでは、継続し
て遺産を管理しなければいけないことになります。
しかし、放棄をしたのに相続財産の管理をするこ
とは負担となるでしょう。また、相続の放棄をした場
合、遺産の建物の管理を超えて、取り壊しといった処
分まですることはできません。
では、
どのような対応
をするのがよいでしょうか。
ここで、相続財産管理人の選任という方法が考え

られます。亡父に関しては、全ての相続人が相続放
棄をしており、
相続人が不存在となるため、家庭裁判
所に相続財産管理人の選任を申し立てることができ
ます。相続財産管理人が選任されれば、遺産につい
ての管理をしてくれますので、相続放棄した者が遺
産について責任を負うことがなくなります。また、建
物を取り壊す必要があれ
ば、相続財産管理 人が 対
応をしていくことになりま
す。ただし、
この場合、
申立
てに際しては、相当程度の
予納金を負担することにな
るでしょう。
ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.331

7

Vo l . 3 31

二〇二二年三月十五日発行

発行

B

C

D

（画：西澤

修氏）

〈図書カード 1,000円〉 10名

日々是好日

☎ ０ ２ ６︵ ２ ３ ２ ︶６ ６ ６ ７

厳しい冬の季節から日々春の訪れを感じる季節
となってきました︒▼新型コロナウイルス感染症
の 脅 威 は 未 だ 続 いてい ま す が ︑寒 さ も 緩 み 始
め︑陽光のまぶしさや春の息吹が感じられ︑外
に出かけたくなる気持ちが昂ぶってきます︒こ
こ数年中止していた花見も何とか今年はできな
いかと思う日々です ︒▼花 見といえば︑落 語の
﹁長屋の花見﹂という演目が浮かんできました︒
名人といわれた五代目柳家小さん師匠の十八番
であり︑多くの方もご存じかと思います︒▼貧
乏長屋で花見に行くことになったが︑皆お金が
ないため︑大家の提案で︑酒は番茶︑かまぼこは
大根︑卵焼きは沢庵 た(くあん で)代用すること
にした︒﹁かまぼこ﹂を薦められた店子は﹁ちか
ごろ歯が弱くなったから食べづらい﹂と溢した
り︑﹁卵焼き﹂を食べようとする店子は﹁尻尾じ
ゃないところをくれ﹂などと言い出す始末︒▼薄
い番 茶 を﹁ 灘の酒 ﹂に見 立てて飲 んでいた一人
が︑﹁ 大 家 さん︑近々長 屋にいいことがあ り ま
す﹂変なことを言い出す︒大家が﹁そんなことが
わかるかい？﹂と問うと︑﹁酒柱が立ちました﹂
という落ちのついた話です︒▼こう文章に書くと
つまらない話になりますが︑Ｙｏｕ Ｔｕ ｂｅ で公
開されている小さん師匠の映像を見ているとそ
の話芸に爆笑の連続となります︒▼今ならパワハ
ラと訴えられそうですが︑その昔私も若い頃︑職
場の花見といえば︑下命という名のもと︑休日朝
５時からブルーシートを持って場所取りをさせ
られました︒今のようにスマホを見ながら時間を
つぶすということもできず︑只々みんなが集まる
の待っていただけですが︑満開の桜の下︑職場の
仲間との酒宴は今でも楽しい記憶としてに残っ
ています︒▼コロナ禍において︑今年も一昔前の
ような花見はできないと思いますが︑ワイワイ飲
みながら談笑できる機会が早く訪れるのを待ち
侘びています︒▼今の状況
であれば︑今年の花見も自
宅の庭で︑ご近所の桜を見
ながら猫と一緒に花見酒に
なってしまうかな︒ 雅( )

〈イメージ図〉

〒 ３ ８ ０ ︱８ ７ １ ０ 長 野 市 立 町 ９ ７ ８ ︱２ 労 済 会 館 内

田中 秋吾（上田市） 笠原 美絵（岡谷市）

一般社団法人 長野県労働者福祉協議会

正解者の中から抽選で5名の方に図書カード1,000円分をプレゼント
〒３８０-８７１０ 長野市立町９７８-２ 労済会館内
一般社団法人 長野県労働者福祉協議会までご応募ください

歩（伊那市）
篤（東御市） 矢崎
神戸

その３ 郵便はがきでのご応募

澤崎 美紀（長野市） 曽根原 薫（松本市）

FAX番号０２６
（２３２）
６６７２

修氏）
（画：ろうきん

宏（大町市）
聡（長野市） 小林
佐藤

次のFAX番号からお申込みください

羽生田明里（須坂市） 中島 由貴（佐久市）

その２ FAXからのご応募

勲（塩尻市）
荻村

QRコードはこちら

環境に配慮しエコバインディングとしました
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当選者
〈図書カード 5,000円〉 １名

その１ ホームページからのご応募
https://www.lsc-nagano.or.jp/

2022年1月１日第330号

★プレゼントの応募方法

2

1

5

4

3
2
1

西澤

いずれの方法による応募の場合も次の項目を必ずご記入ください。
●クイズの答え
（８個） ●労福協の機関紙に対する意見・要望を何か一言。
●住所・氏名・年齢・性別・所属団体
（単組名）
又は勤務先。

5
4
3

卒業おめでとう！！

ながの労福協

下に並んだ二枚の絵を見比べて違っている箇所を８個探して下さい。
日頃使わない脳への刺激になるかと思います。

8

個のまちがいさがし

応募締切り
4月15日

ご家族で
楽しむ

A

