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新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年中は格別のご厚情を賜り、
厚く御礼申し上げます。本年も変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう宜しくお

願い申し上げます。
　2016年の国内は、熊本地震や鳥取中部地震、台風による洪水と自然災害多発の年でした。南海トラフ大地
震や富士山噴火が真しやかに囁かれるなど、日本列島は地震活動期に入った可能性が高いそうです。建物を
補強し、家財を固定し、地震対策を取る必要がありますが、皆さんは準備済んでいますか。被災地復興に、
江戸時代の領主は、5年も10年も年貢を減免したそうですが、日本政府も思い切って10年無税にするぐらい
の政策を取らないと、被災地の完全復興は出来ないような気がします。また、デフレ脱出のための日銀によ
るマイナス金利を導入したものの金融政策のみでは限界があり、思い切った規制緩和や有効需要増加を伴っ
た構造改革の政策が必要であると言われています。
　一方海外では、英国のEU離脱の決定に始まる欧州での反EUの流れを受けての信用不安のリスク、世界
的に保護主義が台頭し新興国から資本が流出するリスク、ISによるテロのリスク、資源安による資源国の景
気停滞等、様々なリスクが存在します。
　そんな中、金属団地では、2016年3月より9月まで共同受電事業の電気使用量が対前年同月比7 ヵ月連続
マイナスになるというリーマンショック以来の首を傾げたくなる様な状況となりました。10月にようやくプ
ラスに転換しましたが、11月は再びマイナスとなりました。2015年は円安により大企業を中心に生産活動
も活発であったので、中小零細企業も少しは良かったかと思われますが、2016年はその反動により金属団地
も生産調整となった模様です。
　リーマンショック後、世界経済をけん引するかに見えた中国経済も陰りが見られ、2017年を展望したとき、
けん引役不在の状況が続くようです。日本経済は震災復興需要で、需給ギャップによる人手不足・資材高騰
となり、個人住宅や企業の工場建設に悪影響を及ぼし、東京オリンピックが拍車をかけることになり、建設
業にとどまらず、サービス業・製造業にも人手不足感が広がっています。トランプ氏が米国第45代大統領
に決まり、TPP撤退や保護貿易主義が強まることで、製造業にとっては逆風になる可能性が出てきます。し
かし、1980年以降、米大統領選挙は過去8回ありますが、選挙の年は8回中5回が円安、その翌年の大統領
就任1年目は8回中6回が円安となっているそうです。大統領選挙の翌年に円安ドル高になりやすいのは、
経済政策が景気刺激型になりやすく、金利先高観によりドルが買われやすくなるからです。トランプ氏も積
極財政を言明しています。トランプ氏が大統領に就任し、変化が生まれれば、ビジネスチャンスも生まれる
と思います。この事から、2017年は円安基調が続く様ならば、製造業を中心に景気拡大となる事を期待します。
　ところで、話は変わりますが、干支から2017年を見てみますと、2017年の干支は酉（鳥）です。酉はもと
もと酒つぼを意味し、果実を収穫出来る状態であることから「実る」ということを表し、成熟した果実から
酒を造るという行為に由来したという説があるそうです。酉年は商売繁盛につながると言われ、酉は「取り
込む」に繋がり、そこから運気も客も取り込める、果実が極限まで熟した状態から、物事が頂点まで極まっ
た状態の年と言われ、習い事や商売で結果が得られる年になるようです。より実りの多い1年、成果が得ら
れる区切りの1年、なので、運気や情報を取り入れて実りある1年にしたいと思います。

　今一度、新しき年が良き年1年になるように祈念いたしまして、私からの年頭の挨拶とさせていただきま
す。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新春ごあいさつ

謹　賀　新　年

岐阜県金属工業団地協同組合

　　理 事 長　今　井　哲　夫
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（株）森田木型　森田　利夫
　平成29年、明けましておめでとうございます。
　金属工業団地組合発足以来半世紀以上経ちますが、当初に比較して日本は
経済・科学・医学その他全てが大きく飛躍を遂げて今日に至っております。
当初70社以上が参加しましたが、事業拡大の為他の団地に進出された方、
新たに加入された方、色々ありまして今では40数社となり、当時（昭和37年）
の初代の方から引き継いだ2世、3世の方の活躍する時代です。その中で私
は今も現役で7回目の酉年を迎えましたが健康そのものです。

　平和で豊かな時代にこうして歳を重ねてこられた事の幸せを感じております。また、次の酉年に原
稿を投稿できる事を望んでおります。

カミヤ工業　神谷　勝利
　明けましておめでとうございます。
　私は、昭和20年生まれの今年72歳になります。戦後、岐阜の地で父が鋳
物屋を始めることとなり、その姿を小さいころより毎日見ていました。色々
な製品ができる所を見ている内に、いつしか自分もやりたいと思うようにな
り、高校卒業後、今の仕事に就きました。それから50数年、今日まで続け
る事が出来ました。これも皆様方のお陰と感謝致しております。
　これからは、健康で楽しく生きたいと思っています。

　今後ともどうぞよろしくお願い致します。

（株）藤澤鐡工所　藤澤　正治
　25歳で藤澤鐵工所に入社して35年。今年還暦を迎えることとなりました。
　そもそも還暦とは60年で干支(十干十二支）が一巡して元の暦に還ること
から暦が一回りするまで長生きできたお祝いをするということ。また日本で
は昔から赤い色は魔除けの色とされて赤ん坊の産着にも使われていたこと
から還暦のお祝いには赤いちゃんちゃんこを着て祝うという風習になったと
されているそうです。そして今は還暦が第二の人生の出発点ともいわれてい
ます。私も50歳頃から仕事漬けの毎日ではいけないと思い、ボロボロになっ

た体のリフレッシュをかねて始めたのがロードバイク。金属団地の某社長に勧められて購入し乗り始
めました。そして若い頃から趣味としてやっていたオーディオでいろいろなジャンルの音楽を聴いた
りコンサートに出かけたり、少しずつ仕事以外に目を向けつつ徐々に次の世代にバトンタッチをして
きました。60歳になりまた新たな目標を立て今以上に第二の人生をもっともっと楽しもうと思って
います。
　年に数回しかしなかったゴルフにも積極的に行きコンスタントに100を切る。
　ぼけ防止をかねて音楽を聴くだけでなく楽器の演奏をしてみる。
　長い時間飛行機に乗るのがいやで行かなかった海外旅行に行く。せっかくだから外国語も少しは話
せるようになりたい。 まだまだいろいろなことに挑戦を続けて行くために、まずは動ける体とつき
あってくれる仲間を大事にしたいと思います。

当たり年ご紹介（順不同）酉
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当たり年ご紹介

（株）豊菱製作所　鈴木　純一
　あけましておめでとうございます。
　今年3月で60歳になります。還暦は、干支が一巡し、起算点となった年の
干支に戻ることというそうです。最近の私は、何事においても、『面倒くさい』

『かったるい』と投げやり的になってきました。還暦を迎え、原点に戻ると
いう年に、再び生まれたばかりの赤ん坊の様に、見るもの聞くものに対し新
鮮な気持ちで固定観念にとらわれず、日々挑戦していく年にしたいと考えて
います。

ホラタ、工業（株）　洞田 オサム
　あけましておめでとうございます。
　私も早いもので、4度目の年男を迎えると共に、会社に勤めはじめて30年、
今では社長を務めさせて頂いております。
　3回目の年男の時期には、会社の後継者としての自覚を持つために、様々
な方の話を聞き、仕事に勉強に必死だったことを記憶しています。
　4回目となる今年は、社長業4年目ということもあり、会社の全貌もどう
にか把握出来ました。やるべき事が沢山見つかり、前回の年男の時以上に慌

ただしい毎日を送らなければいけなくなりそうです。
　次回の年男のご挨拶の時には、もう少し仕事に余裕を持ち、1日の流れをゆっくり感じられるよう
な、余裕感のある還暦オヤジになっていたいです。
　その為にも、12年先を見据えた勉強です。周囲の皆様からのご指導・ご助言を頂いて精進して行
きたいと思います。

（株）杉山　大野　雅尚
　あけましておめでとうございます。皆様におかれましてはつつがなく新し
い年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　今年で36歳、三度目の年男を迎えることになりました。
　自分にとっての年男という節目を振り返ってみますと、生まれてから12
歳までは、当然ですがただの子供でした。2巡目の24歳まではほとんどを学
生として過ごしました。去年までの3巡目では会社に入り仕事を覚え、結婚
というイベントがありました。そして今年から4巡目に入るわけですが、36

歳から48歳というのはまさに働き盛り男盛り。今までの人生は、この期間を充実して過ごせるよう
に準備する期間だったのだと思います。私もいろんなことを勉強し、家庭を持ち、満を持して人生の
正念場に立ち向かうことになりました。35年間の過ごし方が問われる4巡目。12年後には、「大いな
る飛躍の4巡目であった」と振り返ることができるよう、精進してまいりたいと思います。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　12月19日（月）の正午より組合研修センター 3階の集会室にて12月度月例
会が開催されました。今回は講師に各務原市長 浅野健司氏をお迎えし、『トッ
プセールスの軌跡』をテーマにご講演をいただきました。また月例会前には、
東海ダイカスト工業（株）の下村社長
より先日の葬儀のお礼、商工組合中央
金庫の大谷岐阜支店長より商工中金創
立80周年を迎えるに当たり今井理事
長に感謝状の贈呈が行われました。

　11月15日（火）の正午より油流出時訓練が組合研修センター裏にあります三井川を使って、環境委
員会と青年部合同で行われました。組合員各社の努力もあり、幸いにもここ数年金属団地内での油流
出事故は発生しておりません。環境に対する目が年々厳しくなっていることからも、昼休みといった
限られた時間ではありますが、油が万一流れた時を想定して被害を最小限に止めるこのような訓練は
とても大切であると考えます。災害というものは無事が長く続いた時が一番危険と心して、組合員各
社におかれましても、今一度油類等管理についてご確認願います。
　また、訓練に引き続き青年部の方には三井川周辺のゴミ拾いを行っていただき、ありがとうござい
ました。

　団地内側溝清掃が、12月5日（月）から3日間にわたり、組合員各企業周辺の側溝を中心に行われま
した。11月より比較的暖かい日が続いていたにも関わらず、
この3日間はしっかりと冬型の気圧配置で、小雨がぱらついた
り冷たい風が吹いたりと生憎の天気でしたが、団地内道路脇に
は側溝から掻き出された土砂が沢山積み上げられました。師走
のお忙しい時間を側溝清掃にご協力いただきありがとうござい
ました。なお、集積された土砂は、後日各務原市のご協力によ
り収集されました。

12月度月例会開催

油流出時訓練の実施

団地内側溝清掃の実施
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ふいご

子供のこだわり

　ここの所、出張が多くて、たまの休日（土曜日）朝っぱらからビールを嗜み、居間でゴロゴロ寛いでいると、
奥さんが洗濯物を抱え、忙しそうに行き来している。如何にも暇人の私がその様を観察していると、“今日
は何も無いの、ゴルフは?”と問われ、“今日は1日暇人です”と答えると“今からでもゴルフ行ってきなさい”
と言われた。よっぽど目障りなのだろうと思いつつも、もう飲んじゃっているし、ほろ酔いの良い気分だし、
車も運転出来ないのでどうしようもない。これ以上、奥さんの気分を逆撫でしない様に、大人しく取り溜め
してある映画を堪能していると、“お昼どうする”と問い掛けられた。しばらく考えて“酢豚が食べたいな”
と答えると“どこにする”と言われ、一瞬困惑した。以前なら中華料理と言えば、（栩栩然）と何の迷いも無
く目的地が選定出来たのに、言われてみれば頭に浮かばない。夕方から始まるこ洒落た店（違うなー。だい
たいもって昼間だし）とか、最近良く見る黄色地に赤文字の台湾系中華料理店（コスパは悪くないが旨くない）
しか思い浮かばない、なかなか無いのだ。そもそも、私が求める酢豚とは、肉は大きめの肩ロース（量は少
なくてよい）野菜はタマネギ5、にんじん4、ピーマン1の割合で、パイナッポーは決していらない。そして
重要なのは色である。最近巷で勢力を伸ばしている黒、黒酢を使用した酢豚は、大きく分類すると酢豚に属
するのかも知れないが、昭和30年世代の私にとっては、絶対赤なのである。黒酢の酢豚は、あくまでも黒
酢あん掛けであり、王道ではない。そもそも、酢豚の赤は、ケチャップの赤であり、デルモンテの赤なのである。
まさに、中洋折衷の画期的な料理なのです。子供心にいつも食べている食事とは異なる特別な料理なのです。
そして、一般的に考えても黒より赤の方が確実に食欲をそそる。もし酢豚がそれ以外の色であったら、私は
ここまで酢豚を愛する事が出来るのだろうか?と思います。たとえば、緑色の酢豚、情報番組で観た“きゃりー
ぱみゅぱみゅ ”の様なサイケデリックな酢豚、どちらも私の中ではありえないのです。こんな事を考えなが
らスマホで検索しても、中々決まらないので、結局自転車で近くのアピタに買い物に行き、奥さんと共同作
業で酢豚を作りました。実に旨い、ビールも進み、私は満足したのだが、奥さんは、面倒臭い人だと思った
に違いない。間違いない（長井 秀和 はどうしてるのか）
　ここまで酢豚に関して、私なりの見解を述べてきましたが、そもそも酢豚は広東省の料理で保存目的に酢
に漬けた豚肉を調理した事から始まっているらしい、中国では咕嚕肉（クールーロウ）と言い、長崎ではスー
パイコと呼ばれています。ここで、中華料理に関して調べてみました。中華料理は、環境と歴史で大きく四
つに分類されます。その傾向を簡単に纏めると下記のようになります。
北京料理（北方系）　緯度が高く寒冷の為、高タンパクな肉料理が中心で、炒め物・揚げ物が数多く見られる。
　　　　　　　　　（代表料理）北京ダック・羊しゃぶしゃぶ・チンジャオロース
上海料理（東方系）　海に面している為、魚介類を使った料理が多く、米の産地としても有名な為、魚介類と
　　　　　　　　　米を組み合わせた料理が多く見られる。
　　　　　　　　　（代表料理）上海蟹・角煮・ショーロンポー
広東料理（南方系）　緯度が低く温暖な為、農産物が豊富な事と歴史的に貿易が盛んな為、様々な食材を混ぜ
　　　　　　　　　た料理が特徴です。
　　　　　　　　　（代表料理）酢豚・フカヒレ・ヤムチャ
四川料理（西方系）　寒さが厳しい盆地の為、発汗を促進する“辛い”料理が発達した。
　　　　　　　　　（代表料理）マーボ豆腐・エビチリ・タンタンメン
　中国は広く、何と言っても4,000年の歴史には敵わない。しかし、西安で食べた酢豚はキャラメルコーン
みたいで旨くなかった。発祥が何処でも、本来の酢豚と異なっていても、奥さんの作った我家の酢豚が世界
一です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タンパク
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青年部コーナー

　このたび11月度の月例会を、青年部にて企画させていただきました。
　今回、青年部で月例会を企画させて頂くに至った理由は、ひとつは親組合と青年部との関わりを今
以上に深化させたい。もうひとつは月例会を企画設営することで青年部会員にとっての学びの機会と
したい。という想いからでした。
　青年部らしさを出していきたいという岩井会長の意向のもと、各会員から企画案を募り、例えばゴ
ルフレッスンプロを招いてワンポイントレッスンをしてもらおうとか、青年部会員自ら会社の紹介や
改善実績の発表をしてはどうか、など様々な案が出され、最終的に平成23年～ 25年に青年部が参加
した鶯谷中学校でのロボットコンテストの主催者であるNPO法人MeetsVison代表理事　松岡慎也先
生に講演を依頼することに決まりました。
　講演内容の依頼事項は主に①ロボットコンテストの成果とその後について②学校での職業教育の
現状について　③次世代の人材確保についての3つ。打ち合わせを重ねる中でいっそのこと皆さんに
ロボコンを体験してもらってはどうか！という話になり、講演途中で全員が席を立って遊ぶ。という
月例会としては異例の試みになりました。この辺りに ”青年部らしさ” が出せたのではないかと思い
ます。
　当日、講演の前に先ず青年部ＰＲの時間を設けさせていただき、これまでの活動紹介と会員数が今
後急激に減少していく現状を報告しました。過去の青年部活動を改めて振り返ってみると、ロボコン
だけではなく産農祭や東北被災地での金属加工体験など小中学生を対象にものづくりの魅力を伝える
活動を行ってきたことを再確認することができました。
　そして同時に会員の減少と予算の縮小で今後これらの活動が青年部という枠の中だけでは困難に
なっていくことにも気づかされました。
　松岡先生の講演の中で特に印象的だったのが ”学校での技術の時間” についてです。
　日本の学校教育方針は年を追うごとに基礎学力など、進学の為の勉強を重視する傾向が強まり、職
業教育など仕事に関わる勉強時間はどんどん削減されていき、中学3年間における技術の時間が1951
年頃は420時間ほどあったものが2002年以降には175時間程度にまで激減、学生達がものづくりを学
ぶ機会を失っている現状を教えていただきました。
　そんな中、「ものづくりのプロ。大人の凄さを見せつけてやってください」と、青年部が招かれ参
加したロボコン大会で、対戦した当時の中学生達が今では大学生になり、ロボコンの影響で機械工学
の道に進んでいる子もいるとの報告を受け、我々の活動が次世代の進路や夢に少なからず寄与できて
いたことを大変うれしく思いました。少子化に伴い人材確保が難しい時代になり、企業として或いは
金属団地として次の人材を確保し世代を繋げていくためにはこのようなものづくりの魅力を次世代に
伝える活動を継続していけると良いのかもしれません。
　不慣れなため進行等に不備があったこととは存じますが、今後も組合事業を通じて青年部一同いろ
んなことを勉強し、魅力的で活気のある青年部にして参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

青年部主催月例会
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　岐阜市の総人口は2040年に向かって徐々に減少し、2025年には39,4万人となると見込まれている中、高
齢者は2016年以降も増加し、2025年には12万人を超えると推測されています。今年４月現在65 ～ 74歳
57,787人、75歳以上54,999人、介護保険要支援、要介護者はそれぞれ2,655人、17,605人と増加しています。
介護給付費の推移をみてもドンドン増加していることがわかります。介護認定を厳しくしたりサービス内容
に制限をする事や、若い世代に保険料の負担を担ってもらう。又非該当者のみならず、軽い認定者にも市が
行う「介護予防、日常生活支援総合事業」の中で新しいサービスとし基準緩和型サービス、住民主体型サー
ビス、運動器機能向上事業、認知症予防事業を取り入れ積極的に参加してもらい、介護認定を少しでも遠ざ
けてもらう計画を実施中です。詳細を知りたい方は市の介護保険課や高齢福祉課へ連絡されれば説明してく
れます。
　しかし高齢者へのアンケートではこういう事業に参加したくても、一緒に出掛ける友達がいない、会場ま
で行く足に難儀するという意見が多くありました。その解決に少しでも近づく為には包括支援センターの役
割は重要と考えます。私が委員長として関わっている運営協議会でも比較的軽い介護度の人にも今まで以上
に目を向けてもらえるよう提案し、高齢者がやりがいを持って生活していけるような対策をお願いしてます。
市町村によっては連れ添いをなくして独居になった人が集まって、個々の生活を尊重しながらコミュニィ
ケーションをはかる施設を作ったり、文教区では学生と独居老人が一緒になって、お互いに手伝いながら生
活する施設を作ったりする試みがなされています。
　いずれにせよ家族だけでの世話や向こう三軒両隣型生活は望めなくなってきており、岐阜市でもサービス
付高齢者住宅（サ高住）が多く作られてきています。以前は家族が面倒見きれなくなると特養へ、というの
が一般的でしたが、今はサ高住へ入居させるということでしょうか。サ高住の入所費は介護度により異なる
ようですが、今現在の時点では入所者が希望するどんなサービスが行われ、介護保険で何を請求されている
のか踏み込んだ調査はまだ行われていない現状です。
　ご承知のように国の方針では入院より在宅医療を推進しています。その為にいざという時に病院などへの
受け入れをスムーズに行われるよう医師会を中心に病院、診療所の連携が考えられています。今後に期待し
たいと思います。こういうこれからの高齢者生活の中、もっとも重要なのが何といっても認知症の発症を如
何に遅らせるかが重要課題です。物忘れを中心に何か変だなと感じ始めたとき、まず手と頭を同時に使う事
を私は推奨し、簡単には日記を書きましょうと話してきました。しかしアンケートの結果をみますともっと
大事な事は一人ぼっちになって会話の少ない生活になってしまう事のようです。

　前回に続いて認知症の話です。もうすっかり皆さんの
中に根づいてまいりましたね。2004年には痴呆という言
葉はあまりにも侮辱的で当事者を傷つけるので認知症と
いう病名に統一し、この病気は特別なものではなく誰で
もかかるもので、特に高齢社会では早期に発症させない
ために、専門医だけではなく一般医にも理解させ、ひい
ては一般の人にもわかってもらうよう色々取り組んでい
ます。

高齢者生活と認知症カフェ（1）

高齢者生活と認知症カフェ（2）
ぼけ予防十ヵ条（呆け老人の会より）
1. 塩分と動物性脂肪を控えたバランスよい食事をとる
2. 適度に運動を行い足腰を丈夫にする
3. 深酒とタバコはやめて規則正しい生活をする
4. 生活習慣病（高血圧、肥満など）の予防、早期発見、治療
5. 転倒に気をつけよう、頭の打撲はボケを招きます
6. 興味と好奇心を持つようにする
7. 考えをまとめて表現する習慣をつける
8. 細やかな気配りが出来る良い付き合いを持つ
9. いつも若々しくおしゃれ心を忘れずにいる
10.くよくよしないで明るい気分で生活をする
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健康コーナー

広報コーナー 他機関よりお知らせがあります

　認知症キャラバンメート、認知症サポーター制度、そして我々医師にとっては認知症サポート認定医。私
も初年度2日間にわたる研修を受けて取得しました。現在県下90名以上のサポート医がいて県民セミナーな
どで活動していますが、まだ充分巷に馴染んではいないと思います。認知症と言えば皆さんすぐにアルツハ
イマーという言葉が浮かんでくると思いますが、甲状腺疾患や脳血管障害などが原因で発症するものなどが
あり、最近では高度うつ病により、頭の前頭葉がダメージを受けて出現するものが多くなり、治療法も変化
が求められています。人間の脳には140億個の神経細胞があり、20歳を過ぎると徐々に減少、60歳を過ぎる
と急激に減少が加速するようですが、減少カーブを少しでも緩やかにする為にも会話は必要です。当初は不
幸にして認知症が進んでしまった人とどう接するかだったのが、今ではいかにして認知症にならないように
するかに焦点が来ています。認知症カフェの役割もここにあります。
　ツアー旅行などでも女性群はすぐ打ち解けて会話が弾むのに、男性群はどうもそうはいかないということ
を聞きますし、昔施設入所がコレステロールにどう影響するか施設めぐりをした事がありましたが、女性は
ピチピチ男性は孤独でひっそりという印象でした。今私もそういう傾向にあり、困ったなと思っています。
その意味で認知症カフェ（私は認知症遠ざけカフェの方がしっくりくるんですが）に積極的に出かけて行っ
て今までの仲間とは違う人達と会話することも、認知症を恐れて会話がへる生活から脱却する一つの方法だ
と思います。現在活動している認知症カフェもそれぞれに色々な企画をして参加者を増やす努力をしていま
す。これらの情報は市の高齢福祉課や各地域の包括支援センターに問い合わせるとわかります。色々な人と
出会い、会話をし、前向き志向に進み、決して一人ぼっちで落ち込まないようにしたいものです。

　これから先包括支援センターなどから認知症カフェの案内が来たらというより「自分で機会を見つけてで
も参加したいよ」という声が出るよう頑張りましょう。　　　　　　　　　　　　安藤内科医の記事を転載

本人の現在の日常生活と一
年前の状態を比べ、変化に
応じて点数をつけて下さい。
総合得点が24点以下の場
合、認知症の疑いがあります。

変わらない　　　　2点
多少悪くなった　　1点
とても悪くなった　0点

本間昭監修

総合得点　　　　　点

認知症チェックリスト
曜日や月がわかりますか
前と同じように道がわかりますか
住所、電話番号をおぼえていますか
物がいつもしまわれている場所を覚えていますか
物がいつもの場所にない時、見つけることが出
来ますか
洗濯機やテレビのリモコンなどの電気製品を使い
こなせますか
自分で状況に合った着衣や着替えが出来ますか
買い物でお金を払えますか
体の具合が悪くなったわけではないのに、行動が
不活発になっていませんか

本の内容やテレビの筋がわかりますか
手紙を書いていますか
数日前の会話を自分から思い出す事が出来ますか
数日前の会話の内容を思い出させようとしても難
しいですか
会話の途中で云いたい事を忘れることがありますか
会話の途中で適切な単語が出てこない事がありま
すか
よく知っている人の顔がわかりますか
よく知っている人の名前を覚えていますか
その人達がどこに住んでいるか、仕事等がわかり
ますか
最近の事を忘れっぽくなりましたか

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13

14
15

16
17
18

19

最低賃金の名称 効力発生の日
平成28年10月1日

　

平成28年12月21日

最低賃金の額
時間額 776円

時間額 829円

時間額 872円
時間額 917円

岐阜県最低賃金
特定（産業別）最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
航空機・同附属品製造業

最低賃金改正のお知らせ　厚生労働省　岐阜労働局
　最低賃金が右記のように改正
されました。（太字の部分）
　詳しくは、岐阜労働局賃金室
　　電話 058-245-8104
　又はお近くの労働基準監督署
までお尋ねください。
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大野　雅尚
　私は「どんでん返し」が大好きです。
　最後の最後で、誰もがあっと驚く大逆転。野球で言うなら逆転サヨナラホームラン、サッカーで言
えば後半アディショナルタイムでの逆転劇・・・熱いですよねぇ。
　そんな私は、フィクションでも「どんでん返し」の作品ばかり探してしまいます。今回は「どんでん
返し」がすごい小説をいくつかご紹介したいと思います。

乾くるみ　『イニシエーション・ラブ』（原書房）
　近年で、どんでん返しといえばこれ抜きには語れません。映画化もされた（映像化不可能と言われ
ていたのですが、よくできたものです）のでご存知の方も多いと思いますが、とにかくすごいです。
1980年代の静岡を舞台に、さえない大学生の主人公がある女性と恋に落ちるというお話なんですが、
衝撃の結末が待っています。しかも、最後の1ページどころか、最後の2行だけですべてがひっくり
返ります。どこからどう見てもただの恋愛小説にしか見えませんが、必ず騙されます。必ず2回読み
返すことになります。
　映画もよくできていましたが、やはり小説の方をおすすめしたいですね。昭和60年頃の世相や用
語がうまく使われているので、この頃に青春時代を過ごされた方は特に楽しんで読んでいただけると
思います。

綾辻行人　『十角館の殺人』（講談社）
　孤島の洋館を舞台とした連続殺人がテーマの典型的なミステリ小説で、いわゆる新本格ミステリと
よばれるジャンルの代表作です。この小説も、終盤の「ある一言」で度肝を抜かれることになります。
書評に選んでおいて言うのもなんですが、予備知識を知らなければ知らないほど楽しめる内容になっ
ているので、ここで詳しく書けないのがもどかしいです。ミステリ初心者の方にもおすすめされてい
る本なので、ミステリ読んでみたいけどどれ読めばいいの？という方も、ミステリ大好きな方も、ぜ
ひ作者のトリックに挑戦してみてください。そして、まんまと騙されてください。それがミステリの
醍醐味です。ちなみに、「新装改訂版」というのが出ているんですが、こちらは「例の一言」がページ
をめくった一行目に出てくるよう構成されているので、こちらの方をおすすめします。

東野圭吾　『仮面山荘殺人事件』（講談社）
筒井康隆　『ロートレック荘事件』（新潮社）
　最後にタイトルの紹介だけになりますが、このあたりもどんでん返し小説の代表格で、ラストの衝
撃はかなりのものです。ページ数が比較的少ないのでサクッと読んでスカッと騙されたい方におすす
めです。

　いずれも映像化不可能（と言われていた）作品です。小説でしかできない精巧で巧妙な仕掛けと、
小説だからこそ味わえる衝撃や感動を、ぜひ堪能してください。

わたしのお薦め！
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行 事 予 定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

『組合休日』

『元旦』

『組合休日』

『組合休日』

『組合休日』

新年互礼会（南宮大社8：45出発）
仕事始め

『組合休日』

荷役災害防止担当者安全衛生教育講習会

平成29年岐阜県下財界新春懇親会

『組合休日』

『成人の日』

各務原商工会議所 平成29年新年互礼会

だいしん経済クラブ 新春初詣

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

新卒採用応援セミナー

『組合休日』

平成28年度 第2回環境推進研修会

金属団地ボウリング大会

インド知的財産制度のポイントと侵害対策
海外市場開拓における知財保護・戦略セミナー

青年部新年会兼情報交換会
団地G
『組合休日』

12月17日土　長良川カントリー倶楽部
　優勝　永田保（マルエイ）　２位　大谷紳一郎（商工中金）　３位　岩井章（三星工業）

■ 12月度金属団地ゴルフ会

2017
   1 Junuary

交通遺児激励募金にご協力ありがとうございました
　ご協力いただいた企業は、以下の通りです。（順不同）
　　㈱杉山　岐阜愛知電機㈱　㈱中川製作所　㈱津田工業　㈱ミヤナガ　三島精器㈱　丸嘉工業㈱　
　　㈱三機　ホラタ、工業㈱　今井航空機器工業㈱　東海ダイカスト工業㈱　華陽自動車興業㈱
　　㈲飯尾工業所　㈱藤澤鐵工所　加子商店　岐阜県金属工業団地（協）




