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ライフ・ターミナル・ネットワーク代表／終活ジャーナリスト　 金子　稚子

自分らしい「い（生・逝）きかた」
～新型コロナウイルスに直面する今こそ取り組みたいこと～

この原稿を書いている今、２０２０年３月初頭の
日本は大変なことになっています。昨日は、仙台市

が東北地方で初めての新型コロナウイルス感染者を

確認したと発表しました。２月半ば頃から、新型コ

ロナウイルス関連の報道が増えるにつれ、半ばパニッ

クになった人々の様子も、テレビ報道やＳＮＳなど

で散見されるようになりました。

中でも私が驚いたのは、８０代の親を介護する子
ども世代の「許せない」と国に対して激しく憤る声

でした。心配な気持ちはわかるのですが、ウイルス

の封じ込めなど初期対応への批判や政治不信はとも

あれ、まるで新型コロナウイルスだ
・ ・

けが親の命を脅

かしているかのような反応です。

この方々の親は肺や心臓に疾患を抱えており、自宅
療養中とのこと。たしかに、新型コロナウイルスに対

してはリスクの高い患者です。しかし、８０代で重

大な病気を患うこの方々は、新型コロナウイルスの

有無にかかわらず、いつ何時、何があってもおかし

くない……と言っても過言ではありません。

いや、たとえ４０代５０代でも、私たちの全員が「い
つ何時、何があってもおかしくない」のです。命に

関わる重病が突然見つかるかもしれません。その確

率は低くても、年齢に配慮されることはありませんし、

自分の身には起きないという確証はどこにもないの

です。

私は、全国各地で「いきかた」の話をする機会を
頂戴していますが、なぜこういう話をするのかという

と、一番大きな理由は、日本人が長生きになってい

るからです。

長生きしては悪いのか！と言いたくなる人もいるかも
しれませんが、個人の価値観はさておき、特に医療

や介護の分野で、需要と供給のバランスが崩れてい

くことが予想されています。つまり、超高齢社会であ

り人口減少が進む日本では、医療や介護のサービス

が必要な人に対して、それを提供する人手が不足す

る未来が迫っているのです。

では、どうしたらいいのか。これは専門家だけに任
せられる問題ではありません。私たちには今、一人

ひとりの医療への向き合い方の見直しが求められて

いるのです。

特に高齢者が重病を患った場合、年齢と病状、治
療後のことなどから、本当に完治をめざした治療が

必要かどうか、医師にも判断がつかないことがあり

ます。たとえば、その治療によって、命は長らえて

も寝たきりになっていいのか、好きなことができなく

なっていいのかなどは、他人には決めることができ

ないものです。本人を中心にして、専門家も一緒に

なって話し合いながら、治療後に生きていく年月の

長さとその質とを合わせて考える必要があります。

今回の新型コロナウイルスは、図らずも想定される
未来を見せてくれているのかもしれません。患者の

爆発的な増加で医療サービスが提供できなくなった

ら（つまり「人手不足」ですね）、どうなるのか。ま

た、未知のウイルスは、死という未知のものにも似て、

私たちに言いようのない不安と恐怖を与えています。

私たちは、この不安にどう向き合うのか。

本誌が発行される３月末は、どうなっているでしょ
うか。この機会を好機ととらえて、一度、自分の「い

きかた」を考えてみてもいいかもしれません。

あなたは、自分の命の限りを知った時、何を一番
大切にしたいのか。気がかりはあるのか。あなたの

大切にしている物とお金の行き先も決めてみて下さ

い。その際には、なぜ大切なのか、なぜその人（場

所）に託すのかという「なぜ」が鍵を握ります。

そこにはすべて、あなたの「いきかた」が表れて
いるからです。言うなれば「自分らしさ」がそこには

あります。たとえばお金の使い方には、家族に対し

て多いのか、趣味に対して多いのかなどと、その傾

向からあなたが大切にしてきたものが見えてくるかも

しれません。お金の使い方から「自分らしさ」を探っ

てみてもいいかもしれませんね。
「いきかた」を考える上で、大事なのは「自分らしさ」
です。「なぜ」を、ご家族など大切な人と語り合い

続けて下さい。その時間が、自分の死後、家族にど

れほどのものを残すのか……。お金以上の力がある

と、経験者である私は確信しています。
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ＩＮＴＩＬＡＱ東北イノベーションセンター センター長　 佐々木　大

金融教育における起業家精神醸成の意義

　私がセンター長を務めるＩＮＴＩＬＡＱ（インティラック）東北イノベーションセンターは、起業家を育成・
支援するための施設です。東日本大震災の復興に向け、東北から多くの起業家を生み出すために様々な
取り組みを行っていますが、実際のところ、大半の大人たちは失敗を恐れて挑戦する前から及び腰になっ
てしまっている状況は否めません。そのような状況を打破するため、私たちはセンター創設時より、若年
層からの起業家精神、言わばチャレンジ精神を育むことに注力しています。

　ご存知の方も多いと思いますが、文部科学省が学校現場に対しての指針を示す「学習指導要領」が
２０２０年度の小学校から始まり、中学校、高校と順次改訂されていくことが決まっています。私は、その
中に「起業家教育」という言葉が明記されたことに大きな期待を寄せています。もちろんこれは子どもた
ちに「起業」を促すための教育ではありません。学んだことを社会で活かす力、未知の状況に対応してい
くための思考力や判断力など、まさに起業家が持つようなマインドを育むことに他なりません。私たち起
業家育成の現場と教育現場の方向性が一致していると明示されたわけですので、これは非常に価値のある
ことと感じています。

　起業家や起業家予備軍は、起業無関心層に比べて、両親が経営者だった人の割合が多いというデー
タが２０１４年に日本政策金融公庫から出されています。経営者の子どもだからと言って、必ずしも成功話
ばかりを聞かされたわけではないと思います。儲かった話もあれば、大失敗した話もあるでしょう。でも、
そんな経営者が持ち得る「やりがい」を聞かされるうちにいつの間にか感化され、いつしか自分もやって
みたい、という気持ちが培われているのかもしれません。

　ですが、データを見ると経営者の数は確実に減少しています。中小企業庁調査室（平成２９年）の「小
規模企業白書」によると、企業数は２００９年から２０１４年にかけて３９万社（者）も減少しているそうです。
この企業数、つまり経営者の減少はロールモデル（お手本）となるチャレンジャーの不足に直結し、次世
代の挑戦意欲の低下につながる可能性もあるのではないかと危惧しています。

　私たちはこのような社会状況を鑑み、「起業家教育」においては実際の経済との接点を増やすことに着
目し、小中高生には、起業（会社づくり）体験、大学生にはリアルにお金を投資し、実ビジネスを体験さ
せるプログラムを実施しています。

　そして、その共通テーマは「いかに失敗体験を積ませるか」という点です。大人が敷いたレールを進ませ、
うまくできたらほめてあげるという成功体験を体感させるプログラムは山ほどありますが、子どもたちが実
社会に出たときには誰もレールを敷いてはくれません。不確実と言われるこの時代にはなおさら自分で道を
切り開いていく能力が求められます。

　従って私たちのプログラムでは無理に成功に導くようなことはしませんし、体験プログラムでは、赤字
決算という失敗例も珍しくありません。でも、その「あえて失敗させる」という寛容な姿勢こそが、あき
らめないでやり抜く力、柔軟な対応力、を身に着けさせる一助になっているのではないかと感じています。

　このように、私たちが行っている起業家教育では、実際の経済との接点を創出することで「お金」の
ことを学ばせると同時に、不確実な時代と呼ばれるこれからの社会をどう生き抜いていくのか、失敗を恐
れずに挑戦する気持ちの醸成を加味し、将来どうやったら自立して生きていけることを意識してプログラム
を提供しています。そんな中から、明日の東北経済を牽引するリーダーが生まれ育ってくれることを励みに
日々取り組みを続けています。
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今、注目の「つみたてＮＩＳＡ」

特殊詐欺被害に遭わないために
〜「自分は大丈夫」と思っていませんか〜

宮城県警察本部生活安全企画課

　令和元年中の特殊詐欺被害状況
県内における令和元年中の特殊詐欺被害は、被害件数２１３件、被害金額が２億８，１２２万円であり、前年と
比較すると被害件数、被害金額ともに減少しているものの、依然高水準で推移しています。被害者の多くは６５
歳以上のご高齢者の方が多く、「自分は騙されない」と思っていた方が被害に遭っています。犯人からの電話は、
連日、県内各地域に架かっていますので、誰でも詐欺の被害に遭う可能性があるのです。

　増加している手口
特に最近多く被害が発生している手口は、「預貯金詐欺」、「キャッシュカード詐欺盗」です。この手口は警察官、
百貨店職員、銀行員等を装った者から電話があり「あなたのカードが不正に利用されている。カードを新しく交換
する必要がある。」等と言葉巧みに言われて暗証番号を聞き出された後、自宅に訪れた犯人にキャッシュカードを渡
してしまったり、キャッシュカードを入れた封筒をだまし取られ、現金を引き出されて被害にあってしまいます。

　被害にあわないために
○防犯機能の高い電話機を活用しましょう
犯人は自分の声が録音されることを嫌います。いつも留守番電話にしておく、警告機能
や録音機能付きの電話機を活用する等して、犯人と直接話をしない環境を整えましょう。
○家族の「合言葉」を決めましょう
離れている家族にはこまめに連絡を取り合いましょう。また、家族にしかわからない「合
言葉」を決めておき、電話で会話をする前に必ず家族の「合言葉」を確認しましょう。
○すぐに行動に移さず小まめに確認しましょう
特殊詐欺の手口は年々巧妙化しています。電話で「お金・キャッシュカード・暗証番号」
の話になったら詐欺を疑い、すぐに行動せずに小まめに家族や友人に相談しましょう。

　電話で「お金・キャッシュカード・暗証番号」は詐欺！

　低金利のもとでは、預金だけでは資産は増えません。未来に備えて、お金を貯めるのはもちろんのこと、貯めな
がら増やす、いわゆる「資産運用」の必要性について、多くの人々の関心が高まっているようです。そこで、今回
は、注目度が高い「つみたてＮＩＳＡ」の概要について御紹介しましょう。
　「つみたてＮＩＳＡ」は、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、２０１８年１月
にスタートしました。

金融商品を購入する際は、商品の特性や取引の仕組み、リスクや手数料等の費用などを
十分に御理解いただいた上、必ず御自身の判断と責任で行いましょう。

詳しくは、金融庁ＮＩＳＡ特設サイトをご覧ください。

※１…０歳～１９歳の方は、ジュニアＮＩＳＡ口座をご利用いただけます。
※２…ＮＩＳＡ口座を開設する金融機関は、１年単位で変更可能です。また、ＮＩＳＡ口座内で、つみたてＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡを１年単位で変更することも可能です。ただし、

つみたてＮＩＳＡですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関又は一般ＮＩＳＡに変更することはできません。
※３…未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。

利用できる方 日本にお住まいの２０歳以上の方〈※１〉（口座を開設する年の１月１日現在）
ただし、つみたてＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡはどちらか一方を選択して利用可能

非 課 税 対 象 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益

口座開設可能数 １人１口座〈※２〉

非課税投資枠 新規投資額で毎年４０万円が上限〈※３〉（非課税投資枠は２０年間で最大８００万円）

非 課 税 期 間 最長２０年間

投資可能期間 ２０１８年～２０３７年

投資対象商品

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託（対象商品については金融庁ホームページ確認）
〇例えば公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすもの
　・販売手数料はゼロ（ノーロード）　・信託報酬は一定水準以下（例：国内株のインデックス投信の場合０．５パーセント以下）に限定
　・顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去１年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること
　・信託契約期間が無期限または２０年以上であること　　　・分配頻度が毎月でないこと
　・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

警察庁と各県警察では「オレオレ詐欺予防プロジェクト～家族の絆作戦～」を展開中
警察庁ウェブサイト特殊詐欺対策特設ページ
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bohankyoshitsu/index.html
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日本ＦＰ協会宮城支部

 ■ ■ 昨年１０月から消費税率が、８％から１０％に引き上げられました。この税率引き上
げに伴う消費活動の低減を緩和するために、政府はポイント還元制度を今年の６月まで
行っています。同制度は、現金を使わないでカードや電子マネーで買い物をするとポイ
ント還元が受けられる制度です。この制度の「お知らせ」で、私たち一般の生活者にとっ
ても「キャッシュレス決済」という言葉が浸透してきました。経済産業省の定義では、
キャッシュレス決済とは、「物理的な現金を使用しなくても活動できる状態」をいいます。
私たちの暮らしは、どの程度現金を使わずに生活できる状態になっているのでしょうか。
家計簿の主な費目を切り口に、振り返ってみます。

 ■ ■ 「居住費」「水道・光熱費」「保険」「通信費」「教育費」は、銀行口座からの引き落と
しや振り込みです。昔は、大家さんや集金人や外交員や学校の先生への現金支払いでし
た。これらの費目は伝統的な決済方法が中心で、途中でクレジットカード等を経由した
としても、最終的には銀行口座からの引き落としによる決済です。手間が省けて大幅な
時間の節約ができました。
　「交通費」は、交通系のカード決済が主流です。券売機に並んだり小銭を用意したり
する必要が無くなったことで、やはり時間の節約ができました。

 ■ ■ 「食費」「日用雑貨費」「被服費」「趣味娯楽費」は、現金決済とキャッシュレス決済が混在している状況です。
インターネットやスマートフォンの普及を背景とした仮想店舗でのショッピングや通信販売やテレビショッ
ピングはキャッシュレス決済ですが、リアルな実店舗については両決済方法が混在しています。政府は買物
や飲食等のキャッシュレス化を推進しており、ポイント還元制度もその一つです。カード決済、タッチ決済、
ＱＲやバーコード決済といった多様な決済方法で買い物ができるように施策を進めています。事業者もこれ
に対応して各社のポイント還元競争が盛んになると同時に、多様なサービスも提供されつつあります。例えば、
複数の取引銀行の口座内容をまとめる電子家計簿や資産管理簿のサービスができました。多くの実店舗で様々
なキャッシュレス決済が利用できれば現金の紛失や盗難の心配が減りますし、現金使用時の煩雑さもなくな
ります。そして、レジに並ぶ時間や支払いにかかる時間を節約できるメリットがあります。逆に、デメリッ
トもあります。カードやスマートフォンを紛失してしまう心配や自分の利用情報を勝手に活用されてしまう
心配、また他人による不正利用の心配などもあります。これらに対応するには、事前のセキュリティ対策や
事後の対応手段を知っておくこと、自分の事情に則して決済手段を適切に選択していく必要があります。

 ■ ■ 「税金等」は，固定資産税や住民税や国民年金保険料等の支払いですが、銀行やコンビニでの現金支払いが
主流です。時間節約のために、口座振替やインターネットバンキング、クレジットカードやスマホ支払いといっ
たキャッシュレス決済手段も提供されました。
　「こづかい」や「交際費」は、主に個人間の現金のやり取りですが、子供へプリペイドカードのこづかいを
渡したり、仲間同士での割り勘に個人間の送金サービスを利用したり出来るようになりました。
　
 ■ ■ 今後もキャッシュレス社会が拡大していく中で、使い過ぎの不安を抱かれる人も多いと思います。決済手
段のなかには、預金残高までしか利用できないデビットカードやチャージ額までしか利用できない電子マネー
もあります。これらを利用するのも一案ですが、収支を把握してバランスを取っていくという家計の基本を
踏まえた上で、賢く利用したいものです。

キ
ャ
ッ
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か
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　本校では、宮城県金融広報委員会様より金銭教育研究校の委嘱を受け、昨年
１２月に、たくさんの皆様の前で、子供たちが職業体験のまとめを発表する機会
をいただきました。
　本校では、学区内に東北でも有数の規模を誇る卸町があるという恵まれた環境
を生かし、仙台卸商センター・青年経営研究会様の御協力をいただきながら、４年
生の総合的な学習の時間の中で、小学生版インターンシップ「へぇへぇウォーキ
ング」を行っています。この活動は、仙台市で推進している「仙台自分づくり教
育」の一環として実施しており、今年度で１４年目を迎える特色ある教育活動で
す。本校では、この活動の目標を、①実際に働いている人の声を聞かせることを
通して働くことの意義を理解させ、職業選択の幅を広げること、②働いている人
の様々な努力に気付かせ、将来の夢や、やりたい仕事などについて考えさせるこ
と、③自分たちの生活が働いている人の様々な努力のおかげで成り立っているこ
とに目を向けさせ、感謝の気持ちを持たせるとともに、社会貢献の大切さに気付
かせること、と設定し、指導しています。
　実際の活動でまず子供たちが驚くのは、自分たちが住んでいる町に、たくさん
の業種の企業や事業所があるということです。そして、様々な体験や、働いてい
る方々からのお話を通して、子供たちの仕事に対するイメージが、「大変そう」
から「楽しそう」へ、仕事をする目的が「お金を稼ぐこと」から「みんなの役に
たつこと」へと変化していきます。さらに、将来の自分について４年生なりに考え、
「大人になったら、自分も仕事を通してみんなの役に立ちたい」という気持ちを
抱くようになります。
　中学校での職業体験にどのようにつなげていくか等、まだまだ課題もあります
が、関係の皆様の御協力をいただきながら、子供たちの職業観を育成するきっか
けとして、この活動をさらに発展させていきたいと考えています。（完）

小学生版インターンシップによる職業観の育成
仙台市立東宮城野小学校 校長　青木　敏彦

　皆さんは、自然災害等にあって、通帳やキャッシュカードを紛失したらどうしますか？
　日本銀行では、豪雨や地震などの大きな災害が発生した際、被災された方々の当面の資金確保等に関する便
宜を図るため、被災地域の金融機関等（銀行、信用金庫、証券会社、保険会社等）に対して、「災害時の金融特別
措置」を適切に講じるよう、財務局等と連名で要請することがあります。
　具体的には、①預金証書、通帳を紛失した場合でも、預金者であることを確認して払戻しに応じること、②届出
の印鑑のない場合には拇印にて応じること、③災害時における手形の不渡処分について配慮すること、④汚れた
紙幣の引換えに応じること、⑤有価証券喪失の場合の再発行手続きについて協力すること、などを金融機関等に
要請しています。
　最近では、令和元年の台風第19号に伴う被害を受け、東北財務局長と日本銀行仙台支店長の連名で「災害時
の金融特別措置」を金融機関等に要請しました。また、東日本大震災発生時は、震災発生当日に、金融担当大臣
と日本銀行総裁の連名により、同様の要請を発出しました。
　こうした要請に基づき、金融機関等は柔軟な対応を図っています。万が一、被災された場合は慌てることなく、
お取引のある金融機関等へご相談下さい。
　なお、宮城県内に「災害時の金融特別措置」が発出された場合は、東北財務局と日本銀行仙台支店のホーム
ページ上でお知らせしています。

災害時の金融特別措置
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販売サイト等で「１回目９０％OFF」「初回実質０円（送
料のみ）」など通常価格より低価格で購入できることを
広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食
品や飲料、化粧品などの通信販売に関する相談が多く
寄せられています。

事例２

頼んだ覚えがないのに２回目の商品の配送
があり、数か月分の商品が一度に届いて高
額な支払いになった。お試しの商品を注文
しただけで、定期購入が条件であることや
支払うことになる総額を販売サイトで見た
覚えはない。

事例 4

事業者に電話がつながらず解約できない。

▶契約内容をしっかり確認しましょう
　商品を注文する際には、例えば、スマートフォンなどの場合は画面を下の方までスクロールさせ、定期購入が条件となって
いないか最後まで確認しましょう。定期購入が条件となっている場合には、その期間や支払うこととなる総額などの契約内
容をしっかり確認しましょう。また、最終画面を印刷したりスクリーンショットを撮るなどして、契約内容を記録しておきましょう。

▶解約・返品の条件をしっかり確認しましょう
　商品を注文する前に「解約・返品ができるかどうか」「解約・返品ができる場合の条件」を確認しましょう。

▶事業者に連絡した記録を残しましょう
　事業者に電話をしてもつながらず、解約の申請期間を過ぎてしまったケースも見られます。事業者に連絡した証
拠として、電話、ＦＡＸ、メールなどの記録は残しておきましょう。

▶トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
　事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡が取れず解約ができないなど、
トラブルが生じた場合には消費生活センターに相談しましょう。

宮城県消費生活センター　
０２２－２６１－５１６１（相談専用）　

消費者ホットライン
１８８番（いやや！）

アドバイス

事例 1

動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試
し価格５００円」という広告を見て注文し商品が届いた。翌月、
また同じ商品が届き、代金６，５００円の請求書も入っていた。
事業者に問い合わせると、「５回の商品購入が条件の契約だ」
と言われた。５００円のお試しのみの購入のつもりで、定期購
入が条件とは思わずに注文したので、解約できないか。

事例 3

ＳＮＳ広告で紹介されていたサプリメントが、通常価格１万円を
初回特典５００円、送料無料で試せる、とあったので注文した。
商品が届き明細書を見ると、次回お届け日の記載があった。
不審に思い事業者に問い合わせたところ、単品購入に切り
替えて 1万円払えばいいと言われた。

Ⓒ宮城県・旭プロダクション
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込の受付
インターネット取引や「キャッチセールス」など、若年層をターゲットにした金融
トラブルが後を絶ちません。学生（生徒）が自立した消費者となるために必要な知
識や判断力を身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう、入学時に行うオリエ
ンテーションやキャリアガイダンスなどに専門家を派遣します。

　  期　間　　４月～５月
　  対　象　　大学、短期大学、専修学校、各種学校、高等学校など
　  時　間　　６０分前後
　  テーマ　　「ひとり暮らしの生活費」　「カード社会の落とし穴」
　　　　　　　「ネットに関する金融トラブル」　「金融トラブルに巻き込まれないために」
　　　　　　　「多重債務に陥らないために」など
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容や講座の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

★ 小中学校などを対象とした金銭教育授業・講演会への講師派遣の御案内
お金には、使う、貯める、稼ぐ、借りるなど、様々な側面があります。子どもたち 
が、将来賢い消費者として自立した生活を送るために、ものやお金の大切さを学び、 
働くことの意味について考える機会となるよう、小中学校やＰＴＡなどに専門家
を派遣します。
　  期　間　　４月～
　  対　象　　幼稚園、小学校、中学校、ＰＴＡ、公民館など
　  時　間　　６０分～９０分

　　　  テーマ　　「大事にするってどんなこと？」　「『ためる』と『使う』」
　　　　　　　　  「こづかい帳をつけてみよう」　「お金と社会のかかわり」
　　　　　　　　  「将来の夢とお金」　「仕事とお金」　「世界のお金・日本のお金」
　　　　　　　　 「 ケータイ・インターネットに関するお金のトラブル」
　　　　　　　　  「親子で向き合う金銭教育」など

講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容やお申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

　金封や贈り物の包み紙を結ぶ飾り紐のことを水引 （みずひき） といいます。 この季節、 お祝いや励ましの気持ちをのせて、 水引を

用いる機会が多くなります。

　水引の歴史は古く、飛鳥時代に中国から伝わったのが始まりで、当時は紅白の麻紐でした。室町時代には、麻紐の代わりに紙縒り（こ

より） が使われるようになり、 水引の語源には、 紙縒りが元の紙に戻らないように糊水を引いて固めたからという説と、 紙縒りを水に

浸して引きながら染めたからという説があり、 いずれも水引を作成する工程に由来していることがわかります。

　「未開封であるという封印」 「魔よけ」 「人と人を結ぶ」 という３つの意味がある水引は、 お祝いの他に、 お見舞いや弔事にも使わ

れますので、 紐の色や本数、 結び方にもそれぞれ意味が込められているはず。 また、 形の意味だけでなく、 包むものによっても結

び方は変わり、 贈る相手への心遣いが表れます。

　平安時代から和紙作りが盛んであった長野県飯田市。 全国の７０％を占める水引生産量日本一の町です。 江戸時代、 武士の内職

として始まったものですが、 同じころ丈夫で水にも強い飯田台帳紙を使った元結 （武士の髪の根元を束ねる紐） の製造も始まり、 元

結は水引より先に評判になりました。 その元結が、 改良を重ねて、 現代の光沢のある丈夫な水引になります。 大相撲の力士たちが髷

に用いる元結は、 飯田でしか作ることができない唯一無二のもの。 水引の重要な素材の一つです。

　水引草をご存じでしょうか。 紅白の小さな花の姿が、 祝儀袋の水引に見立てられるほどに似た特徴を持つことからの名前です。

水辺や林の中で見つけると、 何かオメデタイ気持ちになります。


