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1．第 5 回企画部会（平成 22 年 9 月 13 日開催） 

毎月 1 回、やまぐちグリーン部材クラスターの重

要事項を審議決定する会議です。8 月は休会にしま

したが、9 月から再開しました。9 月度会議の主な

審議事項は、シリーズ先端講演会（第 4 回）「先端

ナノテクイノベーション」の企画、LED ジャパン

2010（平成 22 年 9 月 29 日～10 月 1 日パシフィコ

横浜）への出展計画、平成 22 年度後半の事業スケ

ジュールなどでした。 

2．第 8 回知的財産戦略部会 

クラスターで研究開発中のテーマについて、知的財産戦略を練るのに必要な特許技術調査と分析をテーマ毎に順次行っ

ています。平成 22 年度中には全テーマについて一通りの調査を終える予定です。 

  

～戦略～「最近読んだ書籍」 
                      知的財産戦略部会長 久保元伸 １ 

こんな会議を開きました。 
                         事業総括 倉重光宏 ２０ 
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 「3R」という言葉が唱えられて久しい。「3R」とは Reduce（減らす）、Reuse（繰り返し使う）、 
Recycle（リサイクル；再資源化）、の頭文字をとったものである。環境配慮に関するキーワードで、
いずれもこの順番で廃棄物の削減に努めるのがよいという考え方を示している。 
 日本では 2000 年（平成 12 年）に循環型社会形成推進基本法において「3R」の考え方が導入さ
れ、「３R」に加えて、「熱回収（サーマルリサイクル）」と「適正処分」の２項目が追加され、廃棄
物の処理やリサイクルが義務づけられた。 

2000 年と言えば、小職が公共放送機関から大手電機メーカーへ転職した年で、毎朝始業時の「社
歌斉唱」に続く企業理念の唱和で、くる日もくる日の子供のように大声を張り上げて「3R」を謳い、
頭にたたき込んだ言葉である。今では当たり前のように耳にする「省エネ」とか「エコ」はここに由来する。 
 私が、やまぐちグリーン部材クラスター事業の為に、さいたま市から山口県宇部市に引っ越してきたのは 2009 年 5 月
だったが、驚いたのは噂に勝るゴミの分別の細かさとその厳しさだった。第 1 に、スーパーで買い物をしてレジ袋をくれ
と言ったら「有料」だといわれた事、第 2 に、それまでの習慣で一応「分別」して出しておいたはずのゴミ袋が、突っ返
されたのにはびっくりした。さすが、山口県は環境の町だなと感心したり驚いたりしたものである。 
 あらかじめレクチャーは受けていたものの、「グリーン部材」すなわち「3R」の考え方を根本思想にした環境に優しい
山口県ならではのイノベーション（何らかの経済価値を生み出す革新、あるいは技術革新）の提案者だけのことはあるこ
とを早々に実感したものである。 
 これまで、県内の様々な工場を見学させていただいた。その多くがナイロンとか合成ゴムの原料だとか超高純度のシリ
コン原料など、自動車やテレビに代表される最終製品に欠かせない、「元ネタ」素材を扱うものが際立っていた。感心した
のは、ほとんどの工場が「ゼロエミッション」と認定され、工場に入ってきた原料から製品以外の廃棄物を一切出さない
仕組みを整えていたことである。多くのセメント工場が、廃材などを含めて廃棄物の受け皿になっていることも知った。 
 省エネの家電製品や車、それに住宅を買うと「エコポイント」がもらえる制度が展開され、デジタルテレビやハイブリ
ッドカーなどが飛ぶように売れている。パラダイム（ある時代や分野において、支配的規範となる「物の見方や捉え方」）
が環境にシフトされてきているが、“やまぐちグリーン部材クラスター”はまさしく時宜に適った環境イノベーションを目
指すものである。産学公あげてこのイノベーションを成功させるべく、今後も頑張りたい。 
 
 
 
 
創業以来 180 余年を数える私たち戸田工業は、酸化鉄を中心とした素材加工・開発の技術力を積み重ねてきました。さ

らに、世界に誇る湿式合成技術とナノテクノロジーを構築し、現在では世界中のさまざまな企業が求める素材からソリュ
ーションまでを幅広く提供しています。 
 この過程において常に根底にあったのが、「素材を通じて、情報・環境・エネルギー・医療を支えるソリューションを提
供する戸田工業」というスローガンです。この考えを実践するためにこれからも、素材からアプリケーションへと製品の
加工度を向上させるサービスやソリューションの提供をめざし、世の中に貢献できる、新しい創造への道を歩んでいきま
す。 
 
【事業内容及び主な商品】 
◆トナー用印刷記録材料：IT 社会を美しく、鮮やかに実現するカラープリンター用キャリア及びトナー材料
◆ディジタル磁気記録材料：IT 社会の中核に位置する多量のデータ、 

これを蓄積するディジタルテープ用磁気記録材料 
◆リチウムイオン電池用材料：モバイルな IT 社会を支えるリチウムイオン電池用正極材料 
◆電 子 デ バ イ ス 用 材 料 ：電子機器の電磁対策やモータ用磁石で活躍するフェライト材料、 

応用部品、受動部品用素材 
◆環 境 機 能 材 料 ：地球環境を保護するための環境機能材料、ダイオキシン発生抑制材、土壌・地下水浄化 
◆ピグメント /着色用材料：樹脂、塗料、建築物を豊かに彩る新しいカタチの着色顔料 
 

【電子材料のソリューション～微粒子誘電体材料（チタン酸バリウム）】 
 携帯電話には、約３００個のコンデンサが使われておりますが、
弊社ではこの小型高性能なチップコンデンサを実現できるナノ
材料（チタン酸バリウム）を製造しています。弊社の製品は小さ
くて粒が揃っているため、分散性が高く、薄層化・高積層化に最
適で、結晶性も高いため、高誘電率を確保できます。また圧電･
光学など新しい用途も期待されます。 
コンデンサの市場は、スマートフォン需要により、拡大が期待

されています。現在弊社は、製品の特徴が認められ、需要が拡大
しており、市場の要求に対応するためプラントの増設を行ってい
ます。 

 
【会社概要】 
◆会 社 名：戸田工業株式会社     ◆代表取締役：代表取締役社長 戸田 俊行 
◆設   立：昭和 8 年 11 月      ◆本社所在地：〒739-0652 広島県大竹市明治新開 1-4 
◆資 本 金：55 億 6,211 万円              TEL 0827-57-0055 FAX 0827-57-0066 

環境パラダイムシフト                   事業総括 倉重光宏 １ 

【シリーズ会員企業紹介】戸田工業株式会社 
～Creative Solution for Customer Success～ 

２ 
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今回は LED（発光ダイオ

ード）に関する出願全般に

ついてパテントスコアマッ

プを作成してみました。 

対象は 2000 年以降の出願

で、特許庁が分類コード

【5F041】を付与している

約 20,000 件です。 

このマップで見る限り、

パナソニックの特許総合力

がかなり高く評価されてい

ます。ちなみに発明内容（研

究開発内容）を見てみます

と、基板から結晶成長、積層構造、素子構造、封止剤、モジュール構造まで多岐にわたっています。 

次に評価が高いのが日亜化学工業ですが、こちらはLED関連全出願のうち、およそ半分がGaN系青色発光ダイオードに

関するもので、その部分の高評価が総合力の高評価につながっています。これに関しては、特許法の発明補償に関する規

定が改正される契機ともなった中村修二氏の青色発光ダイオード訴訟がすぐに頭に浮かびますが、双方の主張の是非は別

にして、争いが起きること自体についてはなるほどと思わせるところがあります。 

 

 

長州産業株式会社は、世界的な太陽光発電システムの需要拡大に対応し、太陽

電池モジュールの社内一貫による生産体制を整えるため、昨年 12 月、山陽小野

田市新山野井工業団地の敷地内に新工場が誕生した。 

平成 22 年 7 月 23 日に山口県庁で新工場建設協定書調印式、8 月 4 日には安全

祈願祭を執り行い、調印式では、二井関成 山口県知事が立ち会い、白井博文 山

陽小野田市市長と長州産業株式会社 取締役社長 岡本要氏とで協定書に調印し

た。 

投資規模は約 80 億円で延べ床面積約 12,000m2。新工場の完成により、これま

でに 25 年間培ってきた真空技術、メカトロ技術を活かしシリコンインゴットの引

き上げから、切断、セルの成膜、モジュールの組立まで一貫生産が可能となる。 

当初は 30 メガワット、将来的には 100 メガワットの太陽光モジュールの生産

体制構築を目指す。 
 

（長州産業株式会社）～平成 22 年 12 月、太陽電池生産増強に伴う新工場誕生！～ ４ 

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（6）“発光ダイオード（LED）” 
                     知財コーディネータ 三宅雄二 ３ 

特
許
総
合
力 

特許個別力 

調印式の様子 

竣工式の様子 
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 中国経済産業局地域経済部 小嶋次長から、昨年（2010 年） 6 月に公表された、

政府の「新成長戦略」、「産業構造ビジョン」、「ど真ん中！中国地域経済活性化プロジ

ェクト 2020」、そして「平成 23 年度経済産業省関連予算概要」の説明を受けた。 
政策は多岐広範にわたるので詳細は省略するが、厳しい国の財政事情の中でも、地

域の活性化策を多々講じていることを強調されていた。 
 また、EPA（経済連携協定：Economic Partnership Agreement）への取り組み状

況についても特別報告があり、日本には東南アジアなどが一巡した現在、欧米などレ

ベルの高い国が残されていること、中でも FTA（自由貿易協定：Free Trade 
Agreement）では、韓国・中国に遅れをとっており、もはや猶予が許されない中、経

済連携交渉と国内対策の一体的実施を推進しているとの報告を受けた。 
このほか、NPO 法人「うべ未来 100 プロジェクト」（理事長 光井、元宇部マテリアルズ社社長）の紹介があり、地域

の企業等からの拠出金を元に宇部地域の活性化策を具体的に進める力強い決意表明を受けたほか、宇部高専から宇部高専

テクノフェア 2011（H23.2.22、宇部高専）の紹介を受けた。 
 今回は約 60 数名が参加し、地域の活性化について熱い論議を交わされた。 
 
 
 

㈳映像情報メディア学会主催の首記研究会については都度報告してきた。技術や事

業シーズを新事業や新産業につなげていく過程を解明しようとする希有な研究会で、

事業総括の倉重らが設立し、ここ 10 年活動している研究会である。 
 平成 23 年 1 月の研究会では「グローバル化時代の起業家精神」と題して合計 7 件

の発表があった。中でも注目を集めたのが、岐阜県恵那市で 1964 年に創業し、特産

の栗を生かした和洋菓子屋の「恵那・川上屋」鎌田真悟社長の基調講演であった。 
 恵那市は JR 飯田線（名古屋―塩尻）を名古屋から約 1 時間走ったところに位置し

岐阜県に属するが、長野県と山梨県境に近い人口約 5 万 5 千人の街である。栗を特産

とし、それを生かした栗きんとんで知られている。鎌田社長は 2 代目社長にあたるが、

当初年産 10 トン程度の地元栗の生産を今では 100 トンに、そして売上を 1 億円から

17 億円まで成長させた、知る人ぞ知る地域の大起業家である。 
「地域の自慢、農家の自信」をモットーに、徹底的に味にこだわった栽培技術の確

立、虫食い栗は絶対出荷させないブランド化戦略で生産農家に自信を持たせると共に、当時、日本最長を誇った中央高速

道恵那山トンネルの開通を機に流通商圏を拡大し、「日本一」の栗産地を創り上げた。 
 栗の生産者を加工工場の工員として雇用することによって、「農工」一体化方式を取り入れるなど、ユニークな経営手法

は、聴講者をうならせた。 
 
 
 

平成 23 年 1 月 19 日から 21 日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で第 40 回イン

ターネプコン・ジャパンが開催され、国内外のエレクトロニクス関連企業、1,149 社が

出展した。 
銀ペーストによる配線形成に関する技術は、ペースト製造企業と印刷関連企業から先

端の技術について発表されており、ナノ粒子の使い

方やペーストの調製方法、さらに印刷のテクニック

など本クラスター事業を進めていく上で役立つこ

とが多かった。価格が最も重視される銀ペーストへのナノ粒子の使い方について、研

究開始当初と銀の価格も含めて少し技術の動向が変わってきたため、今後の研究計画

案に役立てていきたい。また、産業技術センターで使用しているスクリーン印刷装置

の改良法についても印刷関連企業からアドバイスを受けた。 
産業技術センター設計制御グループからも、四足歩行ロボットやストレス測定システムなどが出展された。 

≪会議報告≫第 51 回宇部キューブ（C-UBE）サロン 
～中国経済産業局 小嶋次長が中国地域経済活性化プロジェクトを紹介～  事業総括 倉重光宏 ５ 

≪展示会視察報告≫第 40 回インターネプコン・ジャパン 
  専門研究員 岩田在博 ７ 

中国経済産業局 小嶋次長 

≪会議報告≫22 年度第 3 回アントレプレナー・エンジニアリング研究会 
～地域で進めた奇跡のビジネス戦略～      事業総括 倉重光宏 ６ 

熱弁をふるう 
㈱恵那川上屋 鎌田社長 
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1 月 19 日～21 日、リード・エキジビジョンが東京ビッグサイト全館を使

い、次世代照明技術展、ネプコンジャパン、エレクトロテスト、半導体パ
ッケージ、など 11 の展示会を開催した。次世代照明技術展は 11 カ国 314
社の出展があり、来訪者は 5 万人以上。 

19 日の基調講演（Philips, GE, OSRAM, パナソニック）はいずれも 2011
年を SSL（Solid-State Lighting：固体照明）（LED, OLED）本格化元年と
するものであった。例えば、Philips／Schlejen 副社長の説明では、2015
年には家庭・事務所・産業分野・屋外など照明を使用する分野の 60％以上
が LED及び OLED になるとの見通しを発表、他社も同様の予測であった。 
展示会は材料・部品関係では、LED 寿命・発光効率アップに直接影響す

る放熱部材が多く展示されていた。昨年 9 月の LED ジャパンでも人気があったが、クラスターメンバーの㈱トクヤマ殿
のブースは訪問者が多く注目を浴びていた。その他、セラミック・金属・テープ・水冷式などあらゆる放熱技術が展示さ
れており、注目度は最高であった。 
照明機器では、昨年は“シャープショック”による家庭用 LED 電球の競争であったが、今年は事務所用を中心とした直

管型が同様の競争傾向を見せていた。電球に関しては台湾・中国の展示が多く、E26 標準品では 1000 円を切る製品の展
示もあり、今年中に市場価格が 1000 円を下回るのは確実ではないかとの印象であった。 

アイリスオーヤマなどのブースで聞く限り「日亜・Cree のチップを使用」との返事であったが、チップに関しても汎用
化・低価格化が進んでいるということであろう。 
一方、直管型は昨年電球工業会が標準仕様を決めたこともあり、出展社が多く競争の激化が予感されたが、事務所用が

中心であるためシステムでの販売が多くなり一挙に電球型と同様の様相を呈するとは思えない。又、街路灯に関しても出
展が多く競争の激化が感じられた。基調講演でも話があったが、今後、最も早く SSL 化が進む分野であろう。 

LED メーカーは日亜化学工業㈱、Cree 社（米）、豊田合成㈱の 3 社は出展していたが、台湾・韓国からの出展はなかっ
た。Cree・日亜は奇しくも同様のロードマップを示しており、2011 年中に 160lm/W の製品を上市することを示していた。
Cree は 160lm/W のサンプルも展示。（詳細は 1 月 21 日付け日経 Tech-On をご参照。） 

 
 
 
 
日亜化学工業㈱、Cree 社（米）、豊田合成㈱など代表的なメーカーの関

連ニュースを見ても、「LED 産業ではルーメン/ワットをめぐる熾烈な競争
を展開している一方、この競争に支えられ技術進歩・需要対応が可能にな
り、現在の活況になっている」と言える。先日の「次世代照明技術展」の
記事にも書いたが、今年中に 160lm/W の製品が出るのは確実であり、
200lm/W に向けて更に競争は激化すると思われる。 
ラップトップ PC、LCD-TV 用バックライトの急激な需要増により

2009/2010 の生産能力は飛躍的に増大し、今後も同様の傾向が続くものと
推測される。更に、電球型・直管型照明、街路灯など一般照明分野の需要
増大もこの傾向を後押しすると思われる。 
サファイア基板（Cree 社は SiC 基板使用）サイズは、現在 2 インチ基

板が主に使われているが、4 インチ基板が主流になりつつあり、4 インチ
より更に30％以上の生産性アップが期待される6インチ基板の採用も進め
られている。各社ともコスト低減のポイントをここに置いており、大サイ
ズ化の競争も熾烈である。 

MOCVD 設備のトップメーカーAixtron 社（独）の話では、スケールメ
リットの利点が見直され、従来の投資傾向とは全く異なる大型投資が業界
全体に起こっている（台・中・韓による大量発注）。更に言えることは、
LED メーカー間で仕様標準化をしている訳ではないが、どのメーカーの
LED であろうと特性レベルは大差ないという事実が挙げられる。その理由
は、パッケイジングには各社にそれぞれ特徴的なものを使用してデバイス
特性を維持していることと推測される。例えば VisEra 社（台）は Cree 社
の LED を使用し、熱放散特性では本家の Cree 社より特性の良いものを生
産している。 
右上写真は Aixtron 社製“5G-HT”MOCVD 装置であるが、その生産能力は「2”ｘ56 枚/4”x 14 枚/6”x 8 枚/8”x5 枚」と

謳われている。Beeco 社（米）、大陽日酸社（日）などのトップメーカーも同様の設備を開発している。Yole 社（仏）の設
備比率調査によると、2011 年では 2”：45％、4”：41％、2013 年では 4”：52％、6”：37％と 2”は 7％に減少し、2015 年
には 4”：44％、6”：55％と様変わりの予測である。これを地域別に見ると（2”換算/月、2009/Q4：2011/Q4 の対比）、中
国が 10 倍と突出しており、台湾・韓国が同 2.5 倍でこれに続き（日本は 2 倍）、2011 年での能力順位は中国・台湾・韓国・
日本の順（能力比 7：6：5：2）である。 

更に、Aixtron 社によれば、従来の MOCVD 装置ではウエハ内特性の均一性・再現性・その場温度観察等の問題があっ
たが、最新の設備では改善が進み、95％まではトップクラスの特性を有する製品が得られるようになったとのことである。
（ウエハサイズに関する言及はないが、現状では 4”迄と考えるべきか？） 
【フランスの調査会社 Yole Development 社発行のメール情報 “Efficien’Si”の記事参照】 

≪展示会視察報告≫第 3 回次世代照明技術展「ライティングジャパン」 
事業化コーディネータ 池辺謙三 ８ 

（調査報告）発光ダイオード（LED）の照明応用動向 
～LED メーカーは大競争時代！～     事業化コーディネータ 池辺謙三 ９ 

2”x7x8 枚成長 
出展：Aixtron 社ホームページ 
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平成 23 年度における「やまぐちグリーン部材クラスター」の事業は、文部科学省地域産学官連携科学技術振興事業費補

助金における＜イノベーションシステム整備事業＞「地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）」として実

施することとなります。 
現在行っている「地域イノベーションクラスタープログラム」実施地域は、「地域イノベーション戦略支援プログラム」

と名を変え、その継続地域として、事業の継続性・整合性を考慮しつつ、継続課題が終了する平成 25 年度まで着実に支援

されることになりました。 
平成 23 年度予算案は、全体で約 110 億円となっており、そのうち約 90 億円が継続地域に配分される予定です。 
当クラスターについては、国の補助金 2 億 7 千万円と地域の資金のマッチングファンドにより、3 年目の事業を実施し

ていく予定です。 
 
 
 
（１）2010 年度第 8 回企画部会（2011 年 1 月 21 日） 

年明け初となる企画部会が 2011 年 1 月 21 日、山口県産業技術センターで開催されました。今年度も残り 3 ヶ月

となり、年度締めの準備や次年度事業計画ならびに予算配分に向けた審議を行いました。平成 22 年度事業報告や平

成 23 年度事業計画・予算は 3 月 1 日開催の本部会議で決定されます。 
（２）3 部会長調整会議（2011 年 1 月 7 日） 

当クラスターには、事業全般に係る事項を企画検討する「企画部会」（部会長、倉重事業総括）、研究推進上の課

題と解決策を審議する「研究推進部会」（部会長、三木山口大学教授）、知的財産戦略を審議する知的財産戦略部会

（部会長、久保山口大学教授）の 3 部会を設けています。企画部会は会社で言えば、「取締役会」に相当します。 
これらの 3 部会の風通しを良くして、事業全体が滑らかに進むように、年 2 回程度、3 部会長が一堂に会する機会

を設けています。今回は、予算配分の考え方などの重要事項について意見交換しました。 
 

 
 
◆やまぐちグリーン部材クラスター関係記事◆ 
12/18  【山口経済レポート】（水口電装）水口電装植物工場実現へ調査「やまぐち産業振興財団の支援助成金を」 
▼関係大学記事▼ 
1/6    【日経産業新聞】（東京理科大学）LED で疑似太陽光「発電量を予測、地域ごとに再現」 
1/20   【日経産業新聞】（東京理科大学）排熱発電コンソーシアム「小型発電モジュール、安く高効率、鉛使わず」 
▼関連記事▼ 
12/27  【日刊工業新聞】（ナノテコ）ジェルで放熱性向上「ナノテコ、LED 封止新技術、長寿命・低コスト生産を実現」 
1/6    【日刊工業新聞】（FKK）光度３倍の LED 開発「ラインアップ充実」 
1/7    【日経産業新聞】（IDEC）高効率 LED 電源「回路減らした設計」 
1/18   【日刊工業新聞】（山勝電子）自然な色合いの LED「山勝電子が直管型照明」 
 
 
 
（1）只友一行、岡田成仁： 

「Development of patterned sapphire substrate and the application to the growth of nonpolar and semipolar GaN  
for light-emitting diodes」、SPIE 招待講演（2011 Jan.） 

（2）山田陽一：「Bowing of biexciton binding in AlGaN ternary alloys」、SPIE 招待講演（2011 Jan.） 
（3）N. Jiravanichanun, H. Marutani, N. Toshima：｢Thermoelectric Performance of Conducting Polymers and Their 

Hybrid Materials with Metal Nanoparticles｣、The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin 
Societies（2010 Dec.） 

知財・部外発表 速報              
技術管理マネージャー 木村信夫 １３ 

こんな会議を開きました。 
事業総括 倉重光宏 １１ 

新聞掲載情報 
事務管理マネージャー 吉村弘之 

 

 

１２ 

文部科学省 平成 23 年度クラスター関連予算 
事務管理マネージャー 吉村弘之 １０ 
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2 月 3 日（木）  やまぐちグリーン部材クラスター評価委員会（山口県産業技術センター） 

2 月 4 日（金）  やまぐち LED 照明研究会 平成 22 年度第 4 回研究会（山口県産業技術センター） 

           申込先：やまぐち LED 照明研究会事務局 山口県商工労働部新産業振興課内 

2 月 4 日（金）  第 1 回ひびきの LED アプリケーション創出協議会（北九州産業学術推進機構 学術情報センター） 

2 月 15 日（火）  やまぐちブランド技術研究会／ものづくり先端技術懇話会（山口グランドホテル） 

           申込先：事務局 山口県商工労働部新産業振興課次世代産業班 

2 月 23～24 日（水・木） シリコンシーベルトサミット福岡 2011（ホテルオークラ福岡） 

2 月 28 日（月）  地域イノベーションシンポジウム（in 京都）「環境分野」 主催：文部科学省 

申込先：地域イノベーションシンポジウム事務局 ㈶日本立地センター 新事業支援部内 

3 月 1 日（火）  やまぐちグリーン部材クラスター本部会議・全体推進会議（宇部全日空ホテル） 

3 月 2 日（水）  中国地域太陽電池フォーラム幹事会・総会（中国経済産業局） 

 

 

 

平成 22 年度やまぐちグリーン部材クラスター本部会議及び全体推進会議を、平成 23 年 3 月 1 日（火）宇部市「宇部全

日空ホテル」で開催する予定です。全体推進会議では、研究開発成果の概要紹介などを行い、交流会も予定しております

ので、会員皆様のご出席をお待ちしております。 

 詳細が決まり次第、ホームページに掲載する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 月もあっという間に過ぎ、これから年度末に向けて一段と忙しくなるクラスターセン

ター事務局です。 
忙しくなると、険しい顔でパソコンに向かったり、健康の管理が不十分でマスク姿が増

えたり、少しどんよりした空気が事務所を漂うのですが、そこで 2 月といえば季節の変わ

り目の邪気払い「節分」です。 
「節分」を調べると、豆＝魔滅に通じ、豆をぶつけることにより邪気を追い払い、また

撒かれた豆を自分の年齢（数え年）の数の 1 つ多く食べると体が丈夫になり風邪をひかな

い（無病息災）という平安時代からの行事だそうです。 
クラスターセンターでは、たくさんの豆を用意してみんなで食べ、年度末に向けて頑張

ろうと思います。 

編 集 後 記                  広報企画員 豊守亜希 

行事予定 
事務管理マネージャー 吉村弘之 １４ 

クラスターセンターからのお知らせ 
事務管理マネージャー 吉村弘之 １５ 
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