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※水戸市では、歴史的建造物の整備を進めています（8P参照）

日本最大規模の藩校　弘道館
1841年、徳川斉昭（水戸藩第 9代藩主）が創設した藩校。その建学の目的は「教育によって人心を安定させ、
教育を基盤として国を興す」というものでした。弘道館は儒学教育を基盤としながら、きめ細やかな教育体系を
備えていました。

●ライフサポートいばらき「くらし何でも相談」（法律・年金・結婚・多重債務など）
　http://lsi.or.jp　 0120－786－184（電話相談）月曜～土曜日10時～18時



数ある労福協事業の中で、社会貢献活動は
重要な位置付けであります。昨年 9月に発生
した東日本集中豪雨により、茨城では常総市

をはじめ北関東各地に被害が及びました。心からのお見舞いと共
に、労福協は連合茨城と協働し、各組織から延べ 190名のボラ
ンティアを派遣して頂き復旧作業に汗を流しました。また、労働
福祉団体であります、中央労金県本部は義捐金活動を、全労済県
本部は被災者宅の早期の現地調査と共済金支給を、パルシステム
茨城はいち早い救援物資の支給や炊出し・義捐金活動など、それ
ぞれの立場で精一杯の活動をしてまいりました。今後も現地の状
況を確認しながら、労福協として、何をやるべきで、何が出来る
のか、判断しながら細く長く対応してまいります。
さて、昨年 11月に「ゲゲゲの鬼太郎」でお馴染みの漫画家・
水木しげるさんが鬼籍に入られました。水木しげるさんと言え
ば、奥さんの自伝に基づき 2010年にドラマ化された NHK連
続テレビ小説「ゲゲゲの女房」が思い出されます。私とそっく
りと言われる向井理さんの爽やかな演技と共に、主題曲・いき
ものがかりの「ありがとう」が作品のイメージにぴったりでし
た。「ありがとう」人に言っても言われても、本当に気持ちの
好い言葉であります。私達は、労福協運動を通じて、一人でも
多くの方々に「ありがとう」と言って頂ける様に、本年も、し
ぶとく・しつこく・しなやかに邁進していきましょう。

一般社団法人 茨城県労働者福祉協議会
日本労働組合総連合会茨城県連合会

会長　和田　浩美

本年も、しぶとく・しつこく・しなやかに

本年も労働福祉事業団体をよろしくお願いします

中央労働金庫
茨城県本部

本部長　山崎　正美

公益財団法人
日立平和台霊園

理事長　藤岡　政美

全労済茨城県本部

本部長　打越　秋一

一般財団法人
茨城県労働者福祉基金協会

理事長　山崎　正美

皆様にはすがすがしい新春をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
昨年は、地域経済が厳しい中、関東・東北豪雨

が発生するなど、大変な一年でありましたが、一
方で、上期の工場立地件数や面積が全国第 1位と
なる、あるいは、今年 5月の G7茨城・つくば科
学技術大臣会合の開催が決定されるなど、明るい

話題もありました。
本年は、人口が減少する中にあっても本県を着実に発展させていくため

の重要な年であります。災害に強い県土づくりとあわせ、昨年策定したまち・
ひと・しごと創生総合戦略に基づき、地方創生に全力を注いでまいります。
まず、働く場の確保や交流人口の拡大に向けて、引き続き、広域交

通ネットワークの整備や企業誘致、最先端科学技術の集積を活かした
新産業・新事業の創出、海外展開の支援を含めた中小企業や観光の振
興、農業の 6次産業化や農産物の輸出促進などに取り組みますととも
に、UIJターンの促進、アートフェスティバルによる県北地域の振興な
ど、「元気ないばらき」づくりを進めてまいります。
次に、少子高齢化が急激に進む中で、福祉や医療の充実に向けて、

結婚・出産・子育て支援をはじめ、医師確保や救急医療体制の整備、
高齢者の健康・生きがいづくりや障害者の自立支援、公共交通や生活
支援サービスの確保など、安全・安心・快適な生活環境の実現に力を
注ぎ、「住みよいいばらき」づくりを進めてまいります。
また、将来のいばらきづくりの基本となる人づくりのため、少人数
教育の推進、理数教育・国際理解教育の充実を図りますとともに、道徳・
郷土教育の充実やいじめ対策、女性や若者が活躍しやすい環境づくり
や文化の振興など、「人が輝くいばらき」づくりを進めてまいります。
さらに、世界湖沼会議や茨城国体・全国障害者スポーツ大会、東京
オリンピック・パラリンピックなどに向けて準備を進めてまいります。
皆様のご健勝・ご多幸をお祈りいたしまして、新年のあいさつとい
たします。

茨城県知事　橋本　　昌

あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
皆様には、健やかな新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
本年も、“働く人のベスト金融アドバイ
ザー”として〈ろうきん〉らしい商品制度・
サービスを提供して参りますので、引き
続きのご理解とご支援を宜しくお願い申
し上げます。

 新年明けましておめでとうございます。
さて近年、私たち勤労者・生活者を取巻く
自然災害のリスクが非常に高まってきてお
ります。全労済では、「住まいる共済」等
を中心に皆さまの生活保障設計をサポート
してまいります。お気軽に最寄りの支所・
共済ショップへご来店ください。

 新年明けましておめでとうございます。
公益法人として健全経営に努力するとと
もに墓地及び葬祭事業の伝統や文化を大
切にしながらも、時代に合わせた運営に
努め地域社会に貢献して参りますので、
引き続きのご協力をお願い致します。

新年あけましておめでとうございます。
今年も、関連団体への助成と茨城県労働
福祉会館・ラウェル牛久・同鹿嶋の各会
議室の環境整備に努めます。皆様に満足
いただける各種会議・研修の場を提供し
てまいりますので積極的なご利用をお願
い致します。

生活協同組合
パルシステム茨城

理事長　石川　弓子

新年あけましておめでとうございます。
パルシステムでは今年度も、子育て世代
や高齢者支援の福祉活動に取り組み、他
団体と連携をはかりながら、誰もが安心
して暮らせる地域社会づくりに貢献して
まいります。

謹 賀 新 年
ライフサポートセンターいばらきは、皆
さんの悩みを専門家・専門機関にご協力
をいただき解決のサポートをします。

ライフサポートセンターいばらき

頌　　春

受付時間　平日10：00～18：00

2016 年申年
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会長
深谷　雅美

県北地域労福協

事務局長
小野　正昭

会長
桑名　勝弘

常陸那珂地域労福協

事務局長
佐々木博二

会長
仁平　　誠

水郡地域労福協

事務局長
小澤　瑞司

会長
根矢　和弘

水戸地域労福協

事務局長
菅原　康弘

会長
中村　治郎

県南地域労福協

事務局長
菊池　正彦

会長
久保田利克

土浦地域労福協

事務局長
鈴木　隆之

会長
篠塚　和弘

鹿行地域労福協

事務局長
中津　三郎

会長
樋口　健一

水海道地域労福協

事務局長
石川　　均

会長
永藤　哲也

古河猿島地域労福協

事務局長
岩本　義治

会長
水越　良夫

下館地域労福協

事務局長
小谷野厚観

本年もよろしくお願いします

県内地域労福協　新春のごあいさつ
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11月 13日県民の日
に、茨城県より功績者
表彰を受けられました。
同氏は、多年にわたり
勤労者福祉の向上に尽
力され、県労福協理事・
日立平和台霊園理事長
を歴任されました。

11月16日（月）、県労福協は勤労者の福祉向上を図るため茨城県に要請
しました。要請の骨子は次のとおりです。
① 東日本大震災及び台風 18号
による水害被災者支援と復興
再生および災害対策について
② ワークライフバランスの推進
③ 中小企業勤労者の福祉格差の是正
④ 「ニセ電話詐欺」の被害防止に向けて
⑤ 連帯経済を促進する 協同組合・協同組織の育成支援
⑥ 生活困窮者自立支援制度の実施に向けて
⑦ 経済的理由で夢を断念させない
⑧子どもの貧困対策の推進　　⑨フードバンク活動の推進

田賀勝利氏

左から打越副会長、山崎副会長、
和田会長、楠田副知事

平成28年度「勤労者福祉施策」を県に要請しました 田賀勝利氏 茨城県より
表彰される

11月 17日（火）、水戸市内で講演会を開催しました。農学博士・
東京農業大学名誉教授 小泉武夫氏が
「食（く）あれば楽あり」と題し、和食
の奨めを話されました。『日本人の持っ
ている DNAに適した食事が大事。繊維
質食物が健康の基本』と強調されました。
ユーモアに富んだ話が展開されるなか、
毎日の食事の大切さを考えました。

勤労者福祉研究集会を開催しました

小泉武夫氏

11月1日より、日下部
好美氏が専務理事に就任
しました。連合茨城では
事務局長を多年にわたり
務められました。
労福協での活躍が期

待されています。 日下部好美氏

県労福協 日下部専務理事
が就任しました

11月 23日（月）イオンモール水戸内原にて、いのちを守る防災プロジェクト実
行委員会（公益社団法人危機管理協会、フジテレビ KIDS）主催で「いのちを守る
防災CAMP」が実施されました。本イベントは、ガチャピンとムックと一緒にどの
ように災害を乗り切るかを考えるイベントとなっていて、全労済茨城県本部も協賛
して、保障についてQ&A形式でお伝えするステージを行いました。当日は多くの
ご家族が参加され「ムックの『非常時持出袋』講座」「ガチャピンの防災マジック試
食会」など、ガチャピンとムックにより防災の知識が分かりやすく紹介されました。

全労済茨城県本部  「いのちを守る防災CAMP」開催

 <1 階メインコートより>

©FUJITV KIDS

本年もよろしくお願いします

日立平和台霊園公益財団
法　　　　人

なんでも労働相談
謹賀新年

働いていて、悩んでいる
こと、困っていることはあ
りませんか？一人で悩ま
ずに、ご相談ください。

無料
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生協パルシステム

●調理のコツ
切らずにそのまま甘酢や梅酢に漬け込む時は、で

きるだけ寝かせて重ねましょう。しょうがは柔らか
いので、立てると崩れやすくなります。

●選び方と保存のポイントチェック
まずは、選び方のポイントです。①艶やかなもの。
②ハリのあるもの。以上、2点を確認しましょう。
次に保存のポイントです。短期間であれば常温で
保存が可能です。洗ったものは、水気をふき取り、
ラップに包んで冷蔵庫で保管しましょう。

●はなまる㊙レシピ
「美味しい食材をより美味しく、みなさんに食べ
てもらいたい。」という想いを込めてご紹介します。
ぜひご家庭で実践してみてくださいね !

〈豚バラ肉とかぶのジューシー蒸し〉（2人分）

① かぶは茎を少し残して 6等分に切る。しょうが
はすりおろす。
② フライパンに油を熱し、豚肉、かぶ、しょうがを
入れて炒める。
③  Aを加えてふた
をし、5～ 6分
蒸す。
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健康＆食（No.118）

原産地は熱帯アジア。古代から香辛料や薬用として栽培されていまし
た。インドなどでは、マラリア病の薬として重宝されていたそうです。
現在栽培されている「大しょうが」は明治時代に入ってから、中国か
ら伝えられたようです。

原産地は熱帯アジア。古代から香辛料や薬用として栽培されていまし

現在栽培されている「大しょうが」は明治時代に入ってから、中国か

・材料　豚バラ切落し…200g
 かぶ…6玉
 しょうが…2片
 油 …小さじ 4

　　　・和風だし…6g 酒…大さじ 4
　　　・塩…適量A

生　姜

生協パルシステム

生活協同組合パルシステム茨城
☎029-227-2225（月～金10：00～17：30）

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。



大友友里恵
恩田　嘉之
加藤　　薫
柏沙　　織
木村　由里

佐川　芳恵
柴田　尚士
瀬尾　文子
田中　松美
長塚　早苗

根本　雄一
益子　純子
持地ひとみ
森川　　周
柳林由美子
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第267回クイズコーナー漢 字 お正月に関する問題です。□に入る漢字を回答してください。 （労金・寺門）

いばらき出会いサポートセンター

当面の日程9回をお知らせします。詳しくはホームページ いばらき出会いサポートセンター  を 検索  するか、029‒224‒8888までお電話を。

ふれあいパーティーのご案内　（パーティーは会員外の方でも参加できます。）

応募方法と条件
１． クイズの解答、住所、氏名、勤務先を明記の上、お
送りください。

２．よかった記事、ご意見などお寄せ下さい。
　　（ご意見などがないと失格になります）
３．メール、FAXでの応募も可能です。
４．あて先 〒310-0022　水戸市梅香 2 - 1 -39
 茨城県労働者福祉協議会　編集委員会あて
 メール  ib-roufuku@alpha.ocn.ne.jp
 FAX  029-227-2240
５．しめ切り 1月31日（日）消印有効
６．正解者10名に粗品をお送りします。

◆ 私の会社は炭鉱を発祥としているので、興味深く読ませていただきました。
機会があれば訪れてみたいと思いました。 （M.T様）

◆ フードバンク活動を初めて知りました。近くの社協に問合せをして、早速寄
付をしたいと思います。 （K.H様）

◆ フードバンクの場所がもっと身近にあれば参加しやすいのにと思いました。 （S.M様）

◆ 少子化問題に具体的にどう取り組むか問われています。労福協のキャンペー
ンそして指摘に対して、むしろ、それを先導すべき政治やマスコミの現実を
直視する姿勢の無さに奨学金でやっと卒業したものとして、強い憤りを覚え
ずにはいられません。 （M.O様）
◆ 台風18号の影響で鬼怒川より出水し、色々なボランティアの方が協力して被災住
宅の片づけをしていましたが、常総市内に姉が嫁いでおり床下浸水しましたが、同
じくボランティアの方々にお手伝い頂き大変感謝しております。私もこれから災害
があった際は家族共々率先してボランティアに参加したいと思います。 （Y.O様）

クイズ

ー 読 者 の 声 ー

◆応募総数 40 通
◆当 選 者 15 名
◆ 抽選の結果、次の方に
賞品をお送りします。
 （敬称略）

第266回
クイズ
正　解

■ あけまして おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。（編集委員一同）
■ 本紙 345号の「旅のガイド」でご案内しました映画「サクラ花」が完成し、上映が始まりました。ぜひご鑑賞
ください。

編集
後記

② ③語都
⑤度

①業
④事

答え

①家の門の前に飾るもの。
② 豊作の祈願や厄払いの意味が
ある祝いのための踊り。
③ 平たく円形に作った餅。大小2
個をひと重ねにする。
④ 正月の縁起物で寺、神社等で授
与される矢。
⑤ 正月に多く食べられ、餅を主と
した汁料理。

松

舞

餅

矢

煮

1/14㈭
神　栖

みんなでしゃべらないと !拡大版【簡易検索体験付き】
於：いばらき出会いサポートセンター鹿行センター（神栖市大野原4-7-1）
19：00～21：30くらい（受付18：30～）男女各12名
男性1,000円/女性1,000円　30代、40代　※年男・年女優先

募集開始
12/14㈪

1/16㈯
結　城

みんなでしゃべらないと !拡大版【簡易検索体験付き】
於：いばらき出会いサポートセンター県西センター（結城市大字結城1361 結城市付属庁舎内）
14：30～16：30くらい（受付14：00～）男女各6名
男性1,000円/女性1,000円　40歳以下　※年男・年女優先

募集開始
12/15㈫

1/22㈮
水　戸

みんなでしゃべらないと !
於：茨城県三の丸庁舎 3階 会議室（水戸市三の丸1-5-38）
19：00～21：00くらい（受付18：30～） 男女各16名
男性1,000円/女性1,000円　35歳以下　※年男・年女優先

募集開始
12/22㈫

未 定
笠　間

ワクワク登山　※おむすびは主催者側で準備（水とおやつは持参下さい）

於：県内の山
9：00～17：00くらい（受付8：45～） 男女各15名
会費未定　42歳以下

募集開始
未定

2/14㈰
日　立

カイロ（プラクティック） de Party!!
於：日立市保健センター（日立市助川町15-15）
14：00～17：00くらい（受付13：30～） 男女各16名
会費未定　年齢未定

募集開始
1/15㈮

2/18㈭
水　戸

第1回オセロ大会 !!! ～発祥の地・水戸オセロで燃えろ～【マッチングはしません】
於：茨城県三の丸庁舎 3階 A会議室（水戸市三の丸1-5-38）
19：00～21：00くらい（受付18：30～） 男女各16名
男性1,000円/女性1,000円　20代・30代・40代

募集開始
1/18㈪

2/21㈰
日　立

みんなでしゃべらないと !拡大版【簡易検索体験付き】
於：いばらき出会いサポートセンター県北センター（日立市鮎川町1-1-10 日立市女性セ
ンター らぽーるひたち） 14：00～16：30くらい（受付13：30～）
男女各20名　男性1,500円/女性1,500円　35歳以下

募集開始
1/22㈮

3/11㈮
水　戸

ワイワイ☆焼肉パーティー♪♪～焼肉好き集まれ!!～ !
於：未定（候補：水戸市内飲食店）
19：30～21：30くらい（受付19：00～） 男女各10名
 会費未定　30代

募集開始
2/12㈮

3/18㈮
水　戸

みんなでしゃべらないと !
於：茨城県三の丸庁舎 3階 会議室（水戸市三の丸1-5-38）
19：00～21：00くらい（受付18：30～） 男女各16名
男性1,000円/女性1,000円　40歳以下

募集開始
2/19㈮

お問合せは、いばらき出会いサポートセンター　☎ 029-224-8888
県西相談センター☎ 0296-33-1984
県北相談センター☎ 0294-35-4122

鹿行相談センター☎0299-92-8888
県南相談センター☎029-830-7502
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学業休息の庭園　偕楽園

1842 年、徳川斉昭は「心身の
安寧がなくては学問の大成はおぼつか
ない」との信念から、弘道館と一対
の教育施設として偕楽園を開園しまし
た。当代随一の梅林の中で人々が
詩歌に興じ、学業の疲れを癒しました。

お問合せは、
水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課
世界遺産推進室　☎ 029-306-8132
※ 案内作成にあたり、水戸市教育委員会事務局 教育部 歴史文化財課世界遺産推進室に、記事・写真をご提供いただきました。

一枚瓦城主による大手門・二の丸
角櫓・土塀の整備の実現
水戸市では、在りし日の水戸城歴史的建造
物のうち、大手門・二の丸角櫓・土塀の整備を進めています。
　・一枚瓦城主 1 枚　 3,000 円（丸瓦又は平瓦）
寄付の申込は、各市民センター等に備え付けの振込用紙にてお振込み
ください。
お問合せは、旧水戸城大手門等復元整備促進実行委員会
☎029-306-8132（水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課）

水戸市 旧弘道館、常磐公園（偕楽園）、旧水戸彰考館跡、
日新塾跡、大日本史 備前市 旧閑谷学校、釈菜、備前国和気郡井田村延原

家文書、熊沢蕃山宅跡、井田跡

足利市 足利学校跡、国宝漢籍「礼記正義」「尚書正義」
「文選」「周易注疏」釋奠 日田市 咸宜園跡、日田市豆田町、廣瀬淡窓旧宅及び墓、

長福寺本堂、桂林園跡、咸宜園関係歴史資料

大日本史の編纂所　水戸彰考館跡

1698 年、徳川光圀（水戸藩第 2代藩主）
が開設した「大日本史」の編纂所です。TV
ドラマ「水戸黄門」に登場した助さん（佐々
宗淳）、格さん（安積澹泊は、彰考館の総裁
を務めた有
名な学者で
した。

文武両道を練磨した私塾 日新塾跡

1820 年ごろ、加倉井砂山（水戸郷士）
が創設した私塾です。身分を問わず門戸を
開放し、約 30年間に学んだ生徒は1,000
人を超えるとも言われ、徳川斉昭も高く評価
していました。 水戸市からのご案内

大日本史
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日本遺産とは…
　文化財を活用し、観光振興や地域の活性化を図ることを主な目的として、文化庁が平成27年度から創設した制
度です。地域に根付き、世代を超えて受け継がれている歴史的魅力にあふれた文化財群を共通のテーマごとにま
とめ、我が国の文化・伝統を語る「日本遺産」として認定しています。平成27年に18件が認定されました。

一般社団法人 茨城県労働者福祉協議会　〒 310－0022 水戸市梅香 2丁目 1番 39 号（茨城県労働福祉会館内）
TEL  029（231）3503　FAX  029（227）2240　URL http://www.ib-rofuku.or.jp/
印刷所 : 佐藤印刷株式会社　029（251）1212

いばらき労働福祉 Vol.348
2016年１月１日発行（隔月1日発行）

旅のガイド・茨城紹介
近世日本の教育遺産群　―学ぶ心・礼節の本源―　水戸市

平成27年4月に、水戸市、足利市（栃木県）、備前市（岡山県）、日田市（大分県）の4市
の教育遺産群が日本遺産として認定されました。


