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新年明けましておめでとうごさいます

皆様方におかれま
しては、健やかに新
春を迎えになられた
ことと存じます。
さて、昨年は何と

言っても新型コロナ
ウイルス感染症拡大
により苦しめられた

一年となりました。業種によっては多くの企業が、業績
に影響を受けられたのではないかと思います。また、期
待しておりました東京オリンピック・パラリンピックも
開催はされましたが、外国人観光客を迎える事もなく、
ほとんどの競技で無観客にて実施されました。そういう
意味では少し寂しいオリンピック・パラリンピックにな
ってしまいました。
弊社に付きましては、新たに衝突被害軽減装置付き車

両を七台導入し、追突事故の削減や社員の安全に配慮し
て参りました。また、大学生の新卒を８名内定しており、
４月からはお客様のもとにお伺いすることになると思い
ます。しっかりと教育をして参りますが、どうかご容赦
を頂き、これからもお客様から期待される企業を目指し
て社員一同努力して参ります。
そして、世の中の経済活動が、早く平常に戻り、各企

業が従来の事業活動が営まれるようになることを願うと
ともに、皆様方におかれましては、今年も素晴らしい年
でありますようご祈念致します。

令和４年　元旦

株式会社スエヒロ
代表取締役　道畑 仁志
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2022年は寅年です。寅は、干支（十二支）の３番目で、年・日・時刻などに
あてます。方角は東北東よりやや北寄りで、時刻は午前４時を中心とする約２時
間に当たります。陰暦では１月、五行では「木気」、陰陽では「陽」になります。
『漢書』律暦志によれば、寅は、動くの意味を持ち、春が来て草木が生ずる状態
を表しているといいます。後に覚えやすくするために動物の虎が割り当てられま
した。この寅・虎にちなんだ社寺をいくつか紹介しましょう。

新型コロナウイルスの感染拡大
で、飲食やイベントへの参加などが
ままならなかった2021年。「来年こ
そは充実した１年に」との思いから
初詣へ行きたい、と思う人は多いの
ではないでしょうか。昨年、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、オンラ
イン参拝を呼びかけましたが、今年
の初詣も同じような対応をとる神社
が多いようです。新型コロナウイル
スの感染者数は秋ごろから激減しま
したが、“第６波”の不安もありま
す。混雑を避けつつお正月には神社
を訪れ、１年の無事と平安を祈願し
たいものですね。
ところで、虎にちなんだ神社とい
えば東京・調布市に
ある虎狛（こはく）
神社が有名です。こ
の神社は崇峻天皇２
（589）年、農業の
神・大歳御祖神を祀
ったのが始まりで
す。後に穀物神・倉
稲魂命が合祀されました。この虎狛
神社は、「延喜式」には「虎柏」と
記載されており、「とらかしわ」と
読むのではないか、といわれていま
した。一方で、延喜式の神名帳に記

載する際に「狛」と「柏」と写し間
違えたという説もあります。また、
一説には虎狛を「こま」と読み、高
麗につながり、この地が渡来人の居
住地だった、と考える人もいます。
境内のどこを見てもトラだらけ、
テーマパークみたいなお寺が奈良県
生駒郡にある信貴山朝護孫子寺。約
1400年前、聖徳太子は排仏派の物部
氏との戦いで、この山で戦勝祈願を
しました。すると、天空の遥か彼方
から毘沙門天王が現れ、「必勝の秘
法」を授けました。それが、戦いは
「寅の年、寅の日、寅の刻」に行う
というもので、この秘法のおかげで
見事勝利、この山を「信ずべき、貴
ぶべき山、信貴山」と名付け、毘沙
門天王を祀る寺を建立しました。
この信貴山朝護孫子寺には、トラ

の人形や置物、彫
刻などが境内にい
っぱい！　入口に
は全長６メートル
の世界一大きいト
ラの人形「世界一
福寅」が。首が電
動でぐるんぐるん

動きます。その近くにはかわいい子
トラたちも。また、灯籠の下や時計
台にもさりげなくトラの装飾があし
らわれています。檻に入ったトラの
石像の前には賽銭箱が置いてありま
す。長いトラのトンネルは「三寅の
胎内くぐり」。入口は、パクリと大
きな口を開けたトラの顔で、今にも
食べられそう。
虎・寅にまつわるお寺は都内にも
たくさんあります。文京区神楽坂に
ある善国寺は、虎退治で名高い加藤
清正公の守り仏とも伝えられる毘沙
門天を祀ったお寺で、境内にはお使

いの虎が！　港区白金台の覚林寺
は、清正公前の交差点近く。まさに
加藤清正公ゆかりのお寺で、位牌や
像が安置されています。杉並区・和
田にある常仙寺は“寅薬師”と呼ば
れ、信仰を集めるご本尊の薬師如来
が祀られています。江戸大火の“振
り袖火事”で知られるのが文京区本
駒込の吉祥寺。このお寺は、学問の
寺で知られ、経堂の前には２体の虎
の像が置かれています。もちろん、
八百屋お七の石碑もあります。港区
南麻布にある天現寺も毘沙門天を本
尊とする臨済宗のお寺。本堂前には
虎狛の石像が置かれています。
埼玉県さいたま市にある多聞院

は、狛犬の代わりに狛寅が本尊の毘
沙門天を守っており、毎年、手元の
虎の人形を「身代わり寅」として奉
納するのが人気。また、ぼたん寺と
しても有名で、境内には300本以上
のぼたんがあるとか。今年は、寅・
虎にまつわる近くの神社仏閣にお参
りしてはいかが。

新年明けましておめでとうございます
2022年　　　元旦

信貴山朝護孫子寺の世界一福寅

天現寺の狛虎虎狛神社

三寅の胎内くぐり入口
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博報堂生活総合研究所は、「生活者
が選ぶ“2022年ヒット予想”」をまと
め発表しました。同研究所では、世の
中で注目されたと思われる商品やサー
ビス、コンテンツなどを生活者に提示
して、「2022年以降、話題になりそ
う・人々の生活に普及・浸透していそ
う」と思うかを調査。それによると、
「2022年ヒット予想」のキーワードは
「動かず、動かす」。ヒット予想の上位
をみると、「動かず (＝小さな動き、
効率的な働きかけで)」、「動かす(＝大
きな充実や喜びを引き出す)」商品や
サービスに生活者が注目していること
が分かりました。レポートでは、これ
までに得られたコロナ禍の生活体験を
踏まえ、小さな動きで大きな喜びが得
られるように活動する４つの「動かず、
動かす」を紹介しています。
１つ目の分析は「場所を動かず、満
足を得る」。１位は「フードデリバリ
ーサービス」で、「オンライン授業・
学習」(３位)、「オンライン診療」(５
位)、 「オンラインイベント」(７位)
などのオンラインサービス関連、「家
飲み」(13位)、「eスポーツ」(19位)な
どもランクイン。家ナカの機能を充実
させつつ、居ながらにして満足を引き
出すことが注目されています。
２つ目の分析は「人や組織に合わせ
ず、活動を広げる」。「無人・非接触サ
ービス」(セルフレジや無人店舗、ロ
ボット給仕など)が２位に入っており、

わずらわしさがなく効率的と評価。
「副業」(６位)や「ソロ活」17位)、
「資産形成・資産運用」(23位)もラン
クイン。これらは、人や組織に合わせ
て動くのではなく、身軽に個人の力を
発揮していこうとするもので、自分の
都合や時間を大切にしながら行動して
いく生活者の姿がうかがえます。
３つ目の分析は「手間をかけず、楽
しみを味わう」。「冷凍食品・レトルト
食品」が12位に入っており、利便性だ
けでなく、美味しさやバラエティ拡大
など昨今の進化も評価され、期待が示
されています。「自動運転レベル３」
(27位)もランクイン。こちらも技術進
化が加速しており普及が予想されま
す。また、「国内旅行」が11位に入っ
たことについては、コロナ禍が仮に鎮
静化しても、海外よりまずは手軽でリ
スクも低い国内からということが推測
されるとか。
最後の４つ目の分析は「構えすぎず、
社会に関わる」。「電気自動車(EV)」
が７位で、また 「SDGs」(10位)、
「LGBTQ」(13位)など社会的なテーマ
もランクイン。商品選択で普及を後押
しする、情報発信で賛意を示す、でき
るところは協力するなど、１人ひとり
は身近な関わり方ながら、社会全体の
改善への動きは注目されると生活者は
捉えており、「ジェンダーレスファッ
ション」(27位)など、まさに身近な変
化にも表れてくると予想しています。

キーワードは「動かず、動かす」

2022年はこうなる!?

■1854（嘉永７）年　日米・日英和親
条約調印、安政東海地震・安政南海
地震
■1866（慶応２）年　薩長同盟締結
■1890（明治23）年　第１回衆議院議
員総選挙、第１回帝国議会開会
■1902（明治35）年　日英同盟締結。
八甲田雪中行軍遭難事件
■1914（大正３）年　シーメンス事件、
第１次世界大戦
■1926（大正15）年　大正天王崩御、
昭和に改元
■1938（昭和13）年　張鼓峰事件、国
家総動員法制定
■1950（昭和25）年　中国人民解放軍
がチベットに侵攻（チャムドの戦
い）、世界気象機関（WMO）発足
■1962（昭和37）年　東京都の人口が
1000万人を突破（世界初の1000万都
市に）、日本のテレビ受信契約者が
1000万突破（普及率48.5％）、日本
初のテレビ情報誌「週刊TVガイド」
創刊、日本でリニアモーターカーの
研究始まる
■1974（昭和49）年　中国人民解放軍

が南ベトナムが支配していた西沙諸
島に侵攻、ルバング島で小野田寛郎
元少尉を発見
■1998（平成10）年　長野冬季オリン
ピック開催、明石海峡大橋が開通、
日本初の火星探査機「のぞみ」打ち
上げ成功、Google設立
■2010（平成22）年　ドバイに高さ世
界一の超高層ビルが開業、バンクー
バー冬季オリンピック開催、上海国
際博覧会開催

虎についてのことわざ
虎についてのことわざといえば、ひ
どく酔っぱらう様子の「虎になる」、
権威をかさに着て威張るたとえの「虎
の威を借る狐」などが一般によく知ら
れていますね。ここでは、あまり知ら
れていない虎についてのことわざを紹
介しましょう。
【虎の子渡し】苦しい生計をやりく
りするたとえ。虎が３頭の子を生むと、
その中には必ず彪の子が１頭いて、他
の２頭の子を食おうとするので、親の
虎は、川をわたる際には子を彪と２頭
だけにしないように子の運び方に苦労
するという説話「癸辛雑識」に基づく。
【虎を養いて自ら患を残す】虎の子
を殺さずに育てると、凶暴な猛虎にな
ってしまうことのたとえ。「史記」に
基づく。
【虎を画きて狗に類す】「後漢書」

にあり、力量のない者が豪傑を気取っ
てかえって軽薄になること。分相応の
理想を持つべきであるとの意。

寅年
過去、寅年にはどんな出来事が起こっていた？　振り返る

と、中国のチベット侵攻～台湾有事の懸念、世界気象機関設
置～温暖化問題など、令和につながる出来事が多くあること
が分かります。歴史は繰り返す？

2022年ヒット予想ランキング

１　フードデリバリーサービス
２　無人・非接触サービス
３　オンライン授業・学習
４　携帯電話新料金プラン
５　オンライン診療
６　副業
７　オンラインイベント
７　電気自動車（EV）
７　オフィス変革
10 SDGs
11 国内旅行
12 冷凍食品・レトルト食品
13 家飲み
13 日本人トップアスリート
13 LGBTQ
16 防災グッズ
17 ソロ活
18 スマートウオッチ
19 マスクのファッションアイテム化
19 宅トレ
19 ｅスポーツ
22 電子印鑑の導入

2022年の干支は壬寅。果たしてどん
な年になるのでしょうか。陰陽五行説
から、寅年をみてみましょう。
壬寅は、十干が壬（みずのえ）で、

十二支が寅です。壬は十干の９番目、
生命の循環でいえば終わりの位置に近
く、次の生命を育む準備の時期を表し
ます。
壬の文字の意味は、「妊に通じ、陽

気を下に妊」、厳冬を耐えて内に蓄え
た陽気で次代の礎となること、土の下
で芽が膨らんで土がぐんと盛り上がっ

ている様子、生き物が子孫を残すため
の繁殖期をイメージしています。
寅は十二支の３番目で、生命の循環
でいえば初めの位置に近く、誕生を意
味します。文字の意味は、ミミズに通
じ、春の発芽の状態、ミミズが土の中
で動き出し、春の始動を感じさせるイ
メージです。
以上を合わせ考えると、2022年の壬
寅は春に大きく花開くために、地道な
自分磨きを行い、実力を養う年といえ
そうです。

2022年（寅年）はどんな年に？
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明けましておめでとう

ございます。

旧年中は大変お世話に

なりました

今年もどうぞよろし

くお願い申し上げます


