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レーバーネット日本を知ってますか
レイバーネット日本は︑労働者の権利を守るために︑
インターネットを活用した労働運動の情報ネットワー
クです︒ウェブサイトを一度覗いてみてください︒
ページ特設サイトから

第一生命保険が主催す

票によりベスト・オブ・
応募期間は

月３日から

を応募するもの︒今回の

家庭編︑エコ編︑育児篇

コン・携帯電話編︑夫婦・

選挙﹂もあわせて実施す

る第

ン川柳コンクールの募集
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平成22年度（第24回）

しゅうち心 なくした妻は ポーニョポニョ

「空気読め!!」 それより部下の 気持ち読め!!

脳年齢 年金すでに もらえます

昼食は 妻がセレブで 俺セルフ

月２日までで︑インター
ネット︵パソコン・携帯

タバコより 体に悪い 妻のグチ

デジカメの エサはなんだと 孫に聞く

今回の本

は︑劉備や︑関羽︑張飛

城谷文学の魅力であり︑

月刊﹁文芸春秋﹂に今

になっている︒

も連載中の本書は︑単行

巻まで出版さ

スーパーヒーローは登場

れており︑文春文庫でも

第６巻まで刊行されてい

る︒内容といい︑分量と

いい手強いので︑読むに

は相当な気力が必要であ

るが︑辞書を引きながら

読むという小説の読み方

家やＮＨＫの人形劇︑横

読み物として︑多くの作

三国時代をテーマにした

三国志は魏・呉・蜀の

描き切ろうとする︒そう

失敗や決断をする人間を

み︑歴史にもとづいて︑

料を納得いくまで読み込

しない︒宮城谷昌光は資

ろうか︒繰り返し読んで

回読むことができるのだ

ちに︑この小説をあと何

が︑自分が生きているう

するのか皆目わからない

できるだろう︒いつ完結

文芸春秋社刊

宮城谷正光著

﹃三国志﹄

光 の 三 国 志 に は ︑ 英 雄 や︑ 本 と し て

しかし︑この宮城谷昌

として描かれてきた︒

ヒーローの活躍する物語

本の紹介③ の 紹 介 は 小 と い っ た 英 雄 や ス ー パ ー 多 く の 人 を 魅 了 す る も の
年生

説である︒
宮城谷昌光は昭和

まれの歴史小説家で︑古
代中国を題材にした歴史
小説を数多く出版してい
る︒宮城谷昌光は︑小説
を書くにあたって︑資料
を徹底的に読み込み︑そ
して調査し︑その上に立っ
た想像力で︑魅力的な人
物を描き︑多くのファン

山光輝のマンガなどでも

した人間描写に深みや凄

みたい小説である︒

の楽しさを味わうことが

取り上げられてきた︒私

味があること︑それが宮

を得ている︒

たちになじみの三国志で

田中正造没後百年記念事業を

しんで投票もしたらどう

増えて︑社員よりよほど

としたり︑クスっとする

いか が︒

トがいたりして﹁クレー

進める会結成大会開催

わたしの好きなものに
﹁ただいまは

ムも

社員じゃわからん

なよ

俺に言え﹂どうも
最近︑亭主よりペットの

田中正造没後百年記念事

野市中央公民館において

査する中で﹁これは現代

の放射能汚染について調

島﹂と題して講演︒福島

教授が﹁足尾・水俣・福

は︑菅井益郎国学院大学

業を進める会の結成大会

の谷中村ではないか﹂と

月１日︵土︶佐

が開催された︒田中正造

の思いを強く持ち︑足尾

パート出せ﹂こんな場

は１９１３年９月に佐野

鉱毒事件と福島原発事故

犬のほうが大事にされて

いと

市船津川で胃がんのため

面が実際にありそうです

テレビのクイズ番組で読

亡くなった︒来年は百回

の類似性︑そして田中正

いるような気がしてなら

と

むのはどうにかなるが︑

忌︑再来年は没後百周年

こんなのはどうです︒
﹁体重計 踏む位置ちょっ

﹁最近は

造の鋭い文明批判︑警告

字が書けず﹂実感︒

にあたる︒そこで２年が

変えてみる﹂やせた

ねえ︒

いと思いつつ食べてしま

書かされたらどうなって

ない が︒

う︒踏む位置を変えたっ

しまうんだろうか︒

について講演した︒

見ざる言わ

かりで市民が中心になっ

﹁円満は

て 田 中 正 造 の 顕 彰 を 行 い︑

﹁田中正造未来への大行

結成大会の記念講演で

員を募集している︒

を計画しており︑実行委

進める会では２年後に

ざる

その思想を現代に活かし

進﹂など多彩なイベント
応募してみてはいかが︒

がんばって一句ひねり

の秘訣か︒

逆らわず﹂亭主関
白などという言葉はすで

ていく事業を行おうとす

すか ね︒
身につまされる一句

に死語︒これが夫婦円満
正社員﹂哀愁が

﹁何になる？
答えは

漂いますねえ︒
非正規労働者の割合が

るもの︒

子どもの

いのだが︑人間のサガで

ケータイ無

て体重が変わるわけはな

去る

業務に精通しているパー

電 話 ︶ か ら も 応 募 で き る︒ でしょう︒

オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る

20

犬に言う

また︑たまには︑右脳

浦島太郎

来年２月中旬に﹁全国優

平成13年度（第15回）

クールは︑全国のサラリー

−小心亭主−

映画﹃サラリーマンＮＥ

サラリーマン川柳コン

10
平成14年度（第16回）

を使う頭の体操で︑ニヤッ

「課長いる？」 返ったこたえは 「いりません！」 ごもっとも

秀１００作品﹂を発表す

平成15年度（第17回）

マンはもちろん︑ＯＬ︑

反抗妻

Ｏ劇場版︵笑︶﹄との連

平成16年度（第18回）

る︒

一夢庵

主婦︑自営業の方などか

平成17年度（第19回）

動プロモーションとして

満33歳

ことができる一句をひね

平成18年度（第20回）

また︑﹁サラ川総選挙﹂

仕分け人 妻に比べりゃ まだ甘い

のりちゃん

ら︑日常の中での一幕を

周 年 を 記 念 し て︑

る︒

ラ川﹂

などジャンルも多彩︑楽

ベストを選ぶ﹁サラ川総

勤・アフター５編︑パソ

下編︑仕事・一般編︑通

もなっており︑上司・部

票もできる︒テーマ別に

句を見ることができ︑投

60

回目のサラリーマ

募集開始

サラリーマン川柳コンクール

発行責任者
加藤賢一
栃木県栃木市
藤岡町甲1730
TEL

平成19年度（第21回）

行われる︒また︑過去の

オー マイ ガット

り出して応募してみては

平成20年度（第22回）

では︑第一生命のホーム

北の揺人

描いた５・７・５の川柳

平成21年度（第23回）

句の中から投

第一生命「サラリーマン川柳コンクール」過去10年間第一位作品

10

由倉労組発行

が始まった︒今年は﹁サ

25

優秀作品

シーゲ
久しぶり〜 名が出ないまま じゃあまたね〜

10

第25回
25

12

由倉工業労働組合
２０１１年１０月６日
Ｎｏ．８７１
ほのお

