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睦月・初見月・年端月・新玉月

・初夢　・初荷　・書初め　
・皇室一般参賀　・箱根駅伝
・瞳の日　・駆け落ちの日　
・戊辰戦争開戦の日
・官公庁御用始め　・取引所大発会　
・石の日
・小寒　・囲碁の日　・いちごの日　
・紬の日　・シンデレラの日
・六日年越し　
・色の日
・人日の節句　・七草がゆ　
・七日正月　・爪切りの日　
・平成改元の日　・外国郵便の日　
・勝負事の日　・イヤホンの日
・風邪の日　・とんちの日　
・宵えびす　

・スキー記念日
・桜島の日　
・ピース記念日
・咸臨丸出港記念日　
・どんと焼き　・松納　
・十四日年越し　・タロとジロの日
・小正月　・上元　・小豆がゆ　
・ 防災とボランティア週間（～ 21日）
・やぶ入り　
・囲炉裏の日　・禁酒の日　　
・冬の土用入り　・おむすびの日　　
・防災とボランティアの日
・118番の日　・都バス開業の日　
・振袖火事の日
・家庭用消火器点検の日　
・空気清浄機の日　・のど自慢の日
・大寒　・二十日正月　
・血栓予防月間（～ 2/19）　
・料理番組の日
・ライバルが手を結ぶ日　
・飛行船の日　・ジャズの日
・カレーライスの日　
・電子メールの日・ワンツースリーの日　
・アーモンドの日　　
・法律扶助の日　　
・郵便制度施行記念日
・主婦休みの日　・中華まんの日　
・ホットケーキの日　・左遷の日　
・文化財防火デー　・有料駐車場の日
・携帯アプリの日　・コラーゲンの日
・国旗制定記念日　・求婚の日　
・ハワイ移民出発の日　
・データプライバシーの日
・衣類乾燥機の日　・逸話の日　

※社会保険料納付期限（12月分は 1/2）

・人口調査記念日　・タウン情報誌の日
・昭和基地開設記念日　　
・３分間電話の日

・晦日正月　・生命保険の日　
・愛妻家の日　・防災農地の日
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★ 青字は人事労務部門に関わる期日です。

日々是好日カレンダー

・元日　・初詣　・年賀　　
・パブリックドメインの日

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
・十日えびす　・110番の日　
・成人の日　・鏡開き　・蔵開き　
・塩の日　樽酒の日　
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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中はひとかたな
らぬご厚誼を賜り厚く御礼を申し上げます。
　年頭にあたり、まず昨年 12 月に船井総合研究所の「デジ
タルシフト大賞」受賞の御礼を申し上げます。東京・大阪な
ど大都市圏ではなく、地方に根差して事業展開を続けてきた
当事務所が受賞できたことは、皆様のご支援・ご協力のおか
げに他なりません。そのご助力を得て、事務所スタッフたち
も努力を重ねてきた成果だと心から感謝しています。
　企業の存立を左右するコロナ関連の対策は、今年さらなる
ピンチに向かうのか、それともチャンスに変えて躍進へ向か
えるのかは、全て自己責任に帰結すると「覚悟」をもつこと
が肝要だと考えています。そして、経営者・幹部・社員など
の立場や肩書きを問わず、各々が覚悟すべき歴史的な一年に
なると思っています。また、今年も「働き方改革」の一環と
して、自動化システムの導入やロボット、ＡＩ、テレワーク
などの活用はますます推進されると思われます。
　当事務所も皆様と同じく、より一層の緊張感と責任感をも
ってお役に立てるように精進します。さらに努力を重ね続け、
良い年になりますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

　 福岡中央労務管理事務所
労務ジャパン株式会社
ジャパン労災保険協会
九州一人親方福祉協会
労務テラス株式会社
代表　竹下 隆志
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所員より、2021 年 仕事&プライベートの抱負

昨年に続き、新しい働き方が求めら
れる年になると思いますが、大変な
状況の時こそ周囲への感謝を忘れず
に努めて参りたいと思います。

おうち時間を有意義に過ごせる新た
な楽しみを見つけること、そして適
度な運動を心がけたいと思います。

福岡中央労務管理事務所　
経理課　緒方 絵美

昨年は新型コロナウィルス感染拡大
防止のため訪問に制限があったため、
今年はzoomにて皆様にお会いでき
る機会をつくります。   

新型コロナウィルスに感染しないこ
とと、運動不足にならないこと。体
脂肪率15％台キープを目指します。 
     
福岡中央労務管理事務所 副所長　
労務ジャパン株式会社   長崎支社長

                                 熊丸 賢嗣 

仕事の抱負
2021年もwithコロナな状況が続きま
すが、一人親方の会員様には変わらず、
迅速・丁寧な対応を心掛け、お役に立
てるように努めてまいります。  

今年は某有名占い師によると、運勢が
グッと上がるとの事ですので、色々興味
を持ったことに挑戦していきたいです！ 
     

プライベートの抱負

仕事の抱負

プライベートの抱負

仕事の抱負

プライベートの抱負

ジャパン労災保険協会
九州一人親方福祉協会
事務係　大須賀 美樹子

仕事の抱負
昨年は、コロナ・法改正など目まぐ
るしく変化しました。DX化を含め、
時代の流れに応じた最新の情報を発
信していけるよう努めてまいります。 

ヨガとドラムの練習を始めたので継
続させる。うちに遊びに来る野良猫
2匹と仲良くなりたい！   
     

プライベートの抱負

ジャパン労災保険協会
九州一人親方福祉協会

    事務局長　後藤 みさ子 
　

仕事の抱負
昨年はコロナ禍ということもあり新
たな挑戦があまりできなったので今
年は新しいことに積極的に挑戦・飛
躍する年にしていきます。  

今年の目標は伴侶を見つける！これ
のみです。一人で過ごす時間も退屈
してきましたので頑張ります！  

プライベートの抱負

福岡中央労務管理事務所　
給与課・事務手続課　

     課長　柴田 祐一朗 

仕事の抱負
今年は昨年に引き続きコロナウイルスへの
対応が必要な年になると考えられますが、
その先の未来を見据えたご提案（デジタル
シフト）を行ってまいります。  

ゴルフのスコア90切りを目指します。
筋トレします。コロナが落ち着いて
ジムに行けたらなぁ...   
     

プライベートの抱負

労務ジャパン株式会社
常務取締役　白水 拓

仕事の抱負
自身の成長と日々の小さなアクションを意
識しながら生活します。コロナ禍だからこ
そ機会の少ないリアルコミュニケーション
を大切にし身近な人や社会への配慮や感謝
を忘れないようにします。   

良き父良き夫、そして良き同僚良き友人と
なれるようにイライラやストレスを貯めず
に健康で健やかな１年にしたいです。 

プライベートの抱負

福岡中央労務管理事務所　
労務ジャパン株式会社　
取締役　竹下 裕志

仕事の抱負
新しい業務に挑戦し、業務の幅を広
げたいと思います。知識を深め、少
しでもお役に立てるよう努めて参り
ます。     

近距離の移動はなるべく歩くように
心掛け、ストレッチで柔軟性を上げ
たいです。

プライベートの抱負

仕事の抱負
2020年はDX化に取り組み、色々な環
境の変化に追い付くのに必死でした。
今年はそれを活かしてお客様のために
良い提案をできるようにします。  

今年は30代最後の年になります。まず
は健康第一に気を付けて（暴飲暴食を
控える）、自分磨きをしたいと思います。 
     

プライベートの抱負

福岡中央労務管理事務所　
　手続課　佐藤 典子 

ジャパン労災保険協会
九州一人親方福祉協会

　　理事　篠原 智佑  
　

2021 年のキーワード
心機一転

2021年のキーワード
笑顔あふれ心健やかな一年に

2021年のキーワード
できることからやってみよう。

2021年のキーワード
マイナンバーカードの利便性と保護措置

2021年のキーワード
東京オリンピック

2021年のキーワード
コロナに負けず、ポジティブに

2021年のキーワード
コロナによる財政出動、インフレ到来？

2021年のキーワード
脱コロナ

2021年のキーワード
デジタルシフト、見える化、
日々の小さなアクション        



３

2021 年 1月号Vol.48

労務についてより専門性の高い知識・スキ
ルを身に着け、より質の良いお客様相談が
できるよう日々精進します。コロナ対応や
デジタルシフト推奨と並行して頑張ります。 

眠くても行動する。おいしいものを
たくさん食べる。よりよい人生設計
をするための情報収集をする。  

福岡中央労務管理事務所　
助成金課・給与課　
主任　西尾 優希

仕事の抱負

2021 年のキーワード
with コロナ

プライベートの抱負

昨年は新型コロナにより激変し、状況に応
じての対応が求められました。向上心を忘
れず新しい事にも柔軟に対応できるよう挑
んでいきたいと思います。   

昨年に引き続き健康管理の為の筋ト
レの持続と断捨離を完結しミニマリ
ストを目指したいと思います。  

労務ジャパン株式会社　
長崎支社　給与課

          平川　里美 

仕事の抱負

2021 年のキーワード
一陽来復

プライベートの抱負

デジタル化やオンライン化により新しい働
き方を実感しております。社会の変化や法
改正を常に意識し、より良い情報を発信で
きるよう精進して参ります。   

新型コロナが収束したらジム通いを再
開して、ヨガで凝り固まった身体と心
をほぐしてリフレッシュしたいです。 

福岡中央労務管理事務所　
事務長　松尾 由紀　

仕事の抱負

2021 年のキーワード
ソフトバンクホークス5年連続日本一

プライベートの抱負

昨年はコロナ禍において環境が激変し、柔
軟性を求められる一年でした。2021年も丁
寧かつ柔軟性を持ち精進していきたいと思
います。     

茶道のお点前の上達、流れるようにお茶を
点てることを目標に。また茶道を通して、
季節の移り変わりを感じ、日々大切に過ご
していきたいです。    

福岡中央労務管理事務所　
総務課　森 利菜　

仕事の抱負

2021 年のキーワード
日日是好日

プライベートの抱負

昨年はリモートワークという新しい働き方
を経験することが出来ました。変化する状
況に柔軟に対応し、丁寧に効率よく業務に
取り組みたいと思います。   

運動不足解消と、リフレッシュのためにサ
イクリングに行きたいと思います。その前
に自転車を買うための小銭貯金を始めます。 
     

労務ジャパン株式会社　
経理課　山下 知子　

仕事の抱負

2021 年のキーワード
笑門来福

プライベートの抱負

昨年はリモートワーク主体となり、新しい
働き方への対応が求められました。どのよ
うな状況でも変わらず丁寧な仕事を心掛け、
精進してまいります。                                               

コロナ収束後は、控えていた旅行や友人
との会食を楽しみたいです。新しいス
ポーツを始めてみようかと思案中です。 

仕事の抱負

プライベートの抱負

福岡中央労務管理事務所　
助成金課　廣瀬 真里子

2021年もスタッフ一同よろしくお願い申し上げます。

六本松

福岡高等
裁判所

城南線

福
岡
中
央
労
務
管
理
事
務
所

地下
鉄

六本
松駅

202

福岡
市

科学
館

・地下鉄七隈線　六本松駅
・西鉄バス 六本松バス停　
・福岡高等裁判所　　　   より徒歩 1分

より徒歩5分

アクセス

2021 年のキーワード
元気があれば何でもできる！
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2021年も前向きに「働き方改革」を推進します。

長崎ロープウェイ・水族館

社会福祉法人 相和会

株式会社日本テレメッセージ

KAKA
cheesecake store

社会福祉法人 奥浦慈恵院 宗教法人お告げのマリア修道会 
お告げの聖母保育園

宗教法人お告げのマリア修道会
神ノ島愛児園

宗教法人お告げのマリア修道会
小百合園保育所

社会福祉法人聖マリア会

フレックスビジネスサービス
株式会社
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丑年は「ウ」「シ」「ド」「シ」で健やかに。

健康管理や安全管理の心構えを明確に !!

新型コロナなどの感染症対策の徹底を !!

凍結時などの運転や転倒事故の対策を !!

　新年あけましておめでとうございます。新型コロナ禍で働き方

や暮らし方が激変した年もあらたまり、今年こそは早く収束に向

かうことを願うばかりです。ステイホームの年末年始を過ごし、

仕事始めを迎えての心構えや準備などは大丈夫ですか…。

　令和３年の干支は丑年ということで、『すこやか労務月報』の新

年メッセージは「ウシドシ」を頭文字にして考えてみました。

　 「ウ」…ウイルス対策のマスク・手洗い・消毒は継続的に。

   「シ」…仕事の現場でも衛生管理と事故防止の対策を徹底。

   「ド」…ドライバーとして交通法規の順守と飲酒運転撲滅。

   「シ」…しっかり休養・しっかり栄養を健康管理の基本に。

　各自でも健康管理や安全管理などの心構えをしっかりと考えて、

健やかな一年間を過ごせるようにお願いします。

    1


