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　北海道から沖縄まで、綱引の行事は日本各地に伝わっている。その歴史は500年前か
ら記録のあるものもあり、多くは400年前後の伝統を有する。日本は、世界でも有数の

「綱引大国」であり、日本各地には名立たる「大綱引」が、今も荒事の伝統行事として生き
ている。「川内大綱引」もその一つで、しかも最大級の大綱である。
　鹿児島県薩摩川内市で行われる大綱引行事は、毎年9月22日の朝から始まる。半日を
かけ、1,500人ほどの人々が大綱を綯う。これを「綱練り」という。長さ365ｍ、重さ7ト
ンにもなる1本大綱だ。
　伝承によると、関ヶ原の戦に陣の士気を高めるために島津義弘公が始めたとされて
いる。
　上方（赤）下方（白）の二手に分かれ、当日までにそれぞれが引手を募る。驚くことに参
加者集めに制限はない。本来、世界の綱引は引手の数の公平さが眼目の競技だが、この
地のそれは、いわば無差別級である。多ければ良いという訳ではないが、多いに越した
ことはない。すでに、戦いは始まっているのだ。
　綱引自体は午後7時からの神事にはじまり、3500人の怒涛の「本綱」は8時過ぎか
ら、1時間半もの激しい攻防が続く。押し隊、引き隊、ワサ払い、太鼓隊に分かれた二軍
の激突と駆け引きは、手に汗握る大綱引の醍醐味である。
　「川内大綱引」は鹿児島県無形文化財に指定され、保存会によって今もなお歴史を作
り続けている。
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会長の挨拶

鹿児島では「明治維新 150 年」を盛大に祝賀している。明治維新の立役者として一番尊敬さ

れている人物が西郷隆盛であり、今年の NHKの大河ドラマの「西郷どん」は鹿児島ではほと

んどの家庭が視聴するほどの人気である。

その「西郷どん」の座右の銘は「敬天愛人」として知られている。西郷南洲翁遺訓のなかに「道

は天地自然の物にして、人は之を行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も、同

一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也。」という遺訓がある。現代文で表現す

ると「道というのはこの天地のおのずからなるものであり、人はこれにのっとって行うべきも

のであるから何よりもまず、天を敬うことを目的とすべきである。天は他人も自分も平等に愛

したもうから、自分を愛する心をもって人を愛することが肝要である」（西郷南洲顕彰会発行『南

洲翁遺訓』より抜粋）となる。尚、余談ではあるが、西郷南洲翁遺訓を発刊し、顕彰したのは、

薩摩の人ではなく、倒幕のころ薩摩と敵味方の間であった旧庄内藩士である。このことからも

西郷の懐の深さが思い偲ばれる。

安倍政権が最重要法案と位置付ける「働き方改革法案」が国会で審議されている。昨今の労

働環境は、目まぐるしく進化している。「我を愛する心を以て人を愛する」この「敬天愛人」

の精神は、現代から次代へと連綿と引き継いでいかねばならないと思う。

鹿児島SR経営労務センター
会長　山野 髙廣
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　平成 30 年度通常総会が、６月１日（金）に鹿児島サンロイヤルホテルで開催されました。
総会には、鹿児島労働局徴収室長の東博孝氏、（一社）全国労働保険事務組合連合会鹿児島支
部会長の保﨑賢氏、及び事務局長の吉田俊祐氏の列席のもと、社労士会員 32 名が出席し、会
の運営に関して議論いたしました。
　第１号議案及び第２号議案が原案通り全て承認され、総会終了後の懇親会では、会員間の親
睦を深めました。

　通常総会の審議事項は下記の通りです。

第１号議案　平成 29 年度事業報告及び一般会計決算報告承認に関する件
第２号議案　平成 30 年度事業計画（案）及び一般会計収入支出予算（案）審議に関する件

平成30年度　通常総会開催
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YJDC ゆうこジャズダンスカンパニー 〒899-3301
鹿児島県日置市吹上町中原2889-1

TEL 090-2587-9331 

1983 年（昭和 58 年）吹上にて開設。
加世田、枕崎、谷山、AEON、坂元、平川、串木野、川内に教室を置きレッスンをしています。
2017 年（平成 29 年）には、南さつま市加世田本町４番地４に、ＹＪＤＣスタジオ本部を開設し、

ジャズダンス、ストリートジャズ、ヒップホップ、ソウルロッキンのレッスンを５人のインス
トラクターで行っています。

【事業・イベント出演内容】
 ・幼稚園、保育園、月１回のダンス指導
 ・お遊戯会、運動会等振り付け
 ・中学、高校、各種学校でのダンス授業
 ・文化祭、体育祭等振り付け指導、外部指導
 ・各企業、団体の身体づくり 出張依頼
 ・各イベントお祭り等 舞台 出演依頼
 ・フラッシュモブ 振り付け 指導依頼

【年間スケジュール】
 ２月 南九州川辺 二日市
 ３月 枕崎 春の市
  南さつま 阿多隼人祭り
 ３月末～４月初旬　春合宿　jr 小学１年生～  
  ６年生   ２泊３日 teen's 中学１～
  高校３年生  ２泊３日（発表会に向けての作品の復習と新曲。
  学年別の部屋割りで子供達のコミュニケーション。
  集団での生活。日常生活での規則。子供達の創作作品作成。
  ダンスに対する意欲を盛り上げます。）
 ４月 いちき串木野 まぐろフェスティバル
 ５月 南さつま 砂の祭典
 ７月 南さつま 竹田神社祭り 
  いちき串木野 さのさ祭り 
  川内 中ノ原祭り

発表会 YJDC サマーフェスティバル
鹿児島市民文化ホール or 宝山ホール

（１月より７月発表会までの月１回
の合同レッスンを通して出演者のコ
ミュニケーション。
発表会で自分のダンスを楽しんで出

代表　福元 由子

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

サマーフェスティバル

砂の祭典

レッスン風景 振付指導
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来るように目標に向かって全員で進む意
識を盛り上げます。）

７月末 夏合宿　マリンスポーツ  １泊２日
（ラピッドスポーツクラブと合同で吹 
上浜にてマリンスポーツ、ジェットス
キーでバナナボート、モンスターチュ
ーブ等の乗り物を体験し、ライフジャ
ケットを着て遊泳。）

８月 枕崎 きばらん海
  南さつま ゆめぴか祭り

９月 川内 大綱引
  南さつまフェスタ

10 月 谷山 ふるさと祭り
  秋合宿　２泊３日

（ＹＪＤＣ各インストラクターの基礎レッスン、コンビ
ネーション。クラシックバレエ、コンテンポラリーの基
礎。昨年は、東京よりクラシックバレエ 公門 美佳氏、コ
ンテンポラリー 伊藤 多恵 氏の「振り付け宝塚 」を行い
ました。）

11 月 川内 はんや祭り
  南さつま 加世田文化祭
  天文館 おはら祭り

12 月 冬合宿　スケート霧島  １泊２日
（ラピッドスポーツクラブと合同で霧島にて
アイススケート、グラススキーの体験。えび 
の高原ホテルにて１泊２日の合宿を行いま
す。）

もっと詳しい内容や、入会のご案内などは、
下記URLよりホームページをご覧ください♪

当コーナーで、貴社の紹介をしてみませんか？宣伝・自慢大いに結構！
新たな発想、他社とのジョイントのきっかけに利用して頂きたいコーナーです。
興味をお持ちの事業所は、顧問社労士にお問い合わせ下さい。
顧問社労士は、クライアントの発展のために、当コーナーをお薦め下さい。

事業所
募集

サマーフェスティバル

レッスン風景

川内はんや祭りＹＪＤＣホームページ：　http://yukojazzdance.com/
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　平成 30 年２月９日、鹿児島市の国民宿舎レインボー桜島
にて、九州・沖縄ＳＲ事務職員交流会が開催されました。
　交流会には九州各県のＳＲより７名が一斉に桜島に集
い、鹿児島ＳＲから 11 名の会員及び職員が出席し、労働
保険事務組合業務における事務処理について協議いたし
ました。
　交流会翌 10 日には他県会との親睦を図る目的を兼ねて、
会員有志で大隅半島巡りを行いました。

 

　平成 30 年４月 25 日、鹿児島県市町村自治会館にてＳＲ年度更新研修会が開催され、22 名
のＳＲ会員が出席いたしました。　
研修内容は以下の通りです。
①労働保険事務委託手続き全般について
　講師　馬場　全一郎　会員
②利用届を添付した電子申請について
　講師　山野　髙廣　　会長
③ＳＲの年度更新事務手続きについて
　講師　吉井　裕美　　会員
④労保連労働災害保険事業について
　講師（一社）全国労働保険事務組合連合会
　　鹿児島支部　前事務局長　牧瀬　正良　氏

九州・沖縄ＳＲ事務職員交流会開催

ＳＲ年度更新研修会の開催
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※この保険は、全国社会保険労務士会連合会を契約者とする社会保険労務士賠償責任保険です。詳細は、ご加入後に加入者証とともにお送りい
たします保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。

取扱代理店　　有限会社エス・アール・サービス　☎03-6225-48733
引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）広域法人部法人第二課　☎03-3515-4153

有限会社エス・アール・サービスホームページ　http://www.sr-service.jp/

三井住友海上火災保険株式会社

　　　　　　  2017年12月１日午後４時～ 2018年12月１日午後４時
毎月中途加入可、毎月25日必着（25日が土日・祝日の場合、前営業日）
補償期間は締切日の翌月１日午後４時～2018年12月１日午後４時
ご希望の方は取扱代理店までパンフレット、加入依頼書をご請求ください。

保険期間
社会保険労務士賠償責任保険制度  加入のご案内

　鹿児島 SR 経営労務センターでは、中小企業事業主等の労災保険に関する事務を行う目的で
事務組合加入のご案内を発刊しました。
また、一人親方の方々も救済すべく案内も同時刊行しました。
今後、今まで以上に鹿児島・宮崎・熊本での活動を積極的に取り組んでまいります。

鹿児島SR経営労務センター事務組合加入のご案内
一人親方のための労災保険特別加入のご案内
が出来ました。
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