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東西弥生文化の
ジャンクション
（結節点）
朝日遺跡は
“ものづくり立国”
の原点でした

シリーズ

あいちの
イイとこ
探檢隊

あいち朝日遺跡ミュージアム（清須市朝日貝塚１）
愛知県労働者福祉協議会

なんと！2028点もの国の重要文化財
地下水脈のタイムカプセルに守られた
奇跡の出土品の数々が語るもの
シリーズ

あいちの
イイとこ
あいちの
探檢隊

イイとこ

愛知県には魅力ある人・
場所・出来事がまだまだ
いろいろ。そんな愛知の
とくダネを毎号シリーズで
お届けしています。

探檢隊

あいち朝日遺跡ミュージアム
（清須市朝日貝塚 1）

昭和初期から清須市のこの地域は貝殻山貝塚として知られていた。しかし、環状2号線（R302）とR22の名岐バイパスのジャンク
ションの工事に伴い、
1970年代から幾度か発掘調査が行われた結果、ここは東西約1.4km、南北約0.8km、推定面積80万㎡も
の広大な遺跡であることが判明。それはB.C.6世紀からA.D.4世紀（弥生時代前期〜古墳時代前期）にいたる典型的な弥生時代
の遺跡だった。調査が進むうち、この朝日遺跡は九州など西からの弥生文化と東の縄文系の文化が交わる文化の結節点だったこ
とも明らかに。古代の文化の結節点は奇しくも現代の交通の要衝にピッタリ重なっていた事になる。

 内の展示品はレプリカではなく
◆館
土器も木器もすべて発掘された現物

「まずは遺跡の成り立ちなど全体像を紹
介する展示からご覧ください」
（宇井）
。
取材陣が現地に到着すると、
最初に館の
総括責任者、宇井雅俊さんに基本展示室1
から順路に沿ってご案内いただいた。
照明を落とした部屋の中央に丸いスク
リーン
（クロスロードビジョン）
があり、
手
をかざすと、アニメが始まる。単なる解説
でなく子供たちにもわかりやすいいくつ
かの物語で数分、
当時の暮らしや文化が映
し出される。また、まわりの壁面のパネル
には朝日遺跡の現代の地図に重ね合わせ
た地勢図や歴史年表があり、
800年ほどの
弥生時代の全域にわたる朝日遺跡のよう
すがよく分かる。
そして、
その奥には…
「で、これが当時の様子を再現したジオ
ラマです。この地に推定1000人ほどもの
人々が住んでいたと考えられます」
（宇井）
。
そこには平野に点在する住居・倉庫・農
地・墓地などが表現されていた。たまたま

持っていた単眼鏡で覗いてみると、
なんだ
かドローンの空撮のよう。
空からの視点で
弥生人の暮らしが身近に感じられた。
さらに基本展示室２には、
大小さまざま
な土器・石器・木器・金属器の展示。ここに
あるのはレプリカなどではなく貴重な現
物。
しかも全て重要文化財だ。
「これらは地下水に浸かっていて空気や
微生物から遮断されていたので奇跡的に
保存の条件に恵まれたんです」
（宇井）
。
朝日遺跡の出土品2028点は2012年９
月に国の重要文化財に指定されている。

 易とモノづくりで栄えた大規模集落
◆交
朝日遺跡は弥生時代における“名古屋”

学芸員の原田幹さんに、
歴史にうとい取
材子は、素朴に「この朝日遺跡はいったい
どんな遺跡なんですか？」
と聞いてみた。
「全国にある弥生遺跡の中の位置づけで
言えば、
弥生時代における名古屋的な存在。
弥生時代の遺跡は何万と見つかっていま
すが、規模で言えば5本の指に入るほどの

シカの角や骨などを削ったり磨いたりして作られた多彩な骨角製品
のアクセサリー類。精緻な文様に弥生人のセンスが光る。
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一大集落です。
位置的にも本州の真ん中な
ので、東日本の文化と西日本の文化の接
点・交流の結節点でした。
興味深いことに、
西から大陸の新しい文
化・技術が伝わり、それが九州から北上し
ます。
対して、
東日本は狩猟・採集生活の古
い縄文文化がまだ残っていた。つまり、こ
の朝日遺跡は先端的な西側の弥生文化か
ら見れば最東端だったのです。
さらにここは、
平地で住みやすくはあっ
ても砂地がちで農作物や木材や石器の材
料に恵まれなかった。それで多彩な素材・
資材を交易で集め、
物々交換の
“もとで”
と
なるモノづくりが発達していったんです」
（原田）
。
なるほど。
“ モノづくり立国”愛知・名古
屋の原点は、
弥生時代からあったのかもし
れない。

 骨のDNA分析から判明した
◆人

西から北上して来た渡来人の存在

「これはまだレアな話題なんですが（…

西日本系の遠賀川系土器と、尾張以東の条痕文系土器が混在する
土器類。ろくろのない時代に造形のバランスが絶妙。

学芸課長
（学芸員）
の原田幹さんは朝日遺跡の
発掘調査から携わられていた。

基本展示室1に広がる「朝日遺跡ロケーションジオラマ」。
広い平野に弥生時代に独特な竪穴式住居が点在する。

と言うことはHananokiのスクープ？）
、
こ
の建物の下の発掘調査でたくさんの
（20体
以上の）人骨が出て、その骨のDNAを分析
したんです。
そのうち1体は紀元前6世紀頃、
弥生時代のこの集落の最初期の人骨だと
判明したんです。
しかも、そのDNAには大
陸系の“渡来人”の痕跡がありました。つま
り、彼らが最先端の弥生文化の技術力でこ
の地の
“モノづくり”
を牽引していったと推
測されます」
（原田）
。
まだ1例しか確認できていないというこ
とだが、渡来人のDNAの発見は、西側の弥
生文化圏からすれば朝日遺跡が最東端の
最先端だという証拠にもなる。

 ャンクションの工事、
大量の出水…
◆ジ
苦労の連続だった発掘調査

朝日集落の営みは、弥生時代初期から末
期までの長期にわたった。
しかし、
やがて水
の流れが変わったために住みにくくなり、
人々は次第にこの地を離れていった。
「この水の流れ・地下水の湧水こそが弥
生時代の遺構の保存には大いにプラスに
はなったのですが、
反面、
発掘調査はたいへ
ん難航しました」
（原田）
。
原田さんは、1995年秋からの大規模な
発掘調査に翌年の夏に合流したが、
常時ポ
ンプで排水しても追いつかず、予定が長引
いてしまうこともしばしばだったとか。

木製農具の数々。鋤（スキ）や鍬（クワ）は環濠などの土木工
事にも使われた。どれも素晴らしい保存状態だ。

空撮で当時の暮らしの一コマを捉えたような精密な場面
表現。
一人ひとりの仕草に個性があり見飽きない。

体験学習室ではおしゃれな勾玉ペンダントや円窓付土器
やコースターの製作を楽しめる。

また、1998年から2007年にかけての、
R22バイパス上に名古屋高速自動車道を通
す新たなジャンクション工事に先立っての
発掘調査では、既設の道路の高架下での工
事と重複しての調査が進められるなど、
関
係機関との交渉・調整も含め大変な苦労の
連続だったらしい。
「道路や建物などの大規模な工事がある
と、貴重な遺跡
（埋蔵文化財）
が失われるこ
とになるので、
発掘調査が行われるのです。
特にジャンクションに重なったところで
の発掘調査では、
巴形銅器やガラス玉の埋
め込まれた赤彩壺など貴重な出土品も相
次いで見つかっています。
（
」原田）
。
古代の文化の結節点がこうして現代の
交通の要衝に重なっているとは。なんとも
不思議な符合を感じざるを得ない。

あいち朝日遺跡ミュージアム

https://aichi-asahi.jp/

●住所／愛知県清須市朝日貝塚1番地
〒452-0932
●電話／052-409-1467
●開館時間/9:30〜17:00
●休館日／月曜日（月曜が祝休日の場合は
翌平日）及び年末年始（12／28〜1／3）
●観覧料／一般（大学生・高校生）
＊個人：300円（200円）
＊団体[20名以上]：250円（150円）
＊年間パスポート：1,000円（600円）
＊清州城共通券：500円
＊障がい者および介添の方（1名まで無料）

《催し物案内》

 文の古代の生活を体験する
◆縄

各催し物の案内、募集は公式Webサイトで
ご案内します。

「弥生ムラづくり」
プロジェクト

昨年11月にオープンしたばかりのあい
ち朝日遺跡ミュージアムも、コロナウイル
スの予防対応しながら開館している。
また、市民から募って“ガイド”や“ムラ
人”
を育成する
「弥生ムラづくりプロジェク
ト」
が進められている。
今年の春から各種研
修や検定試験を経て秋には活動を開始予定。
土器や石包丁を製作し収穫や土器炊飯など、
多彩なイベントが現在計画中とのことだ。

鈴鹿山脈から運ばれたハイアロクラスタイト製の磨製石
斧から骨角製の細い縫い針
（中央のケース）
まで。

◆7月22日（祝）～9月20日（祝）
特別企画展 弥生人と「いきもの」
2021 貝を知ろう！
◆8月8日 10：00～11：30
関連講演会 幻の貝「オオツタノハ」を追う
◆8月28日 17：00～20：00
特別イベント「ナイトミュージアム」
◆9月11日 13：30～14：30
講座ヒストリーカフェ
「おいしい貝 たからものの貝」

施設に入ってすぐのロビーにあるミュージアムグッズのコー
ナー。朝日遺跡に関する原田幹さんの著書もある。
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愛 知 労 福 協

東三河支部

豊田支部

支部だより

潮干狩り

2021会員代表者会議

2021年5月9日
参加：269家族 787名
場所：東幡豆海岸

2021年5月25日
参加：48名
場所：名鉄トヨタホテル

海部支部

尾張西支部

海部支部ソフトボール大会

福祉事業団体実務担当者・書記研修会

2021年4月10日
参加：10チーム 133名
場所：津島市生涯学習センターグラウンド

2021年1月19日 参加：19名
場所：名古屋御園座

尾張東支部
第39回ソフトボール大会
2021年4月11日 参加：８チーム 110名
場所：東芝ライフスタイル㈱ グラウンド
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名古屋中支部

愛知労福協50周年記念
名古屋南支部第33回ソフトボール大会

春季会員全体会議
2021年4月13日 参加：47名
場所：東海労働金庫本店ビル
別館６階 第８・９・10会議室

2021年4月24日 参加：77名
場所：船見緑地グラウンド
（名古屋市港区）

名古屋西支部

名古屋金山支部
福祉事業団体担当者・
書記研修会

2021年4月15日
参加：28名 場所：御園座

愛 知 労 福 協

名古屋南支部

2020年度 第2回名古屋西支部幹事会と
開催前の抗原検査実施
2021年3月26日 参加：16名
場所：ろうきん名古屋駅前支店 ４F大会議室

名古屋東支部
愛知労福協創立50周年記念事業

春のボウリング大会

2021年4月13日
参加：60名
場所：スポルト名古屋
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愛 知 労 福 協

支部だより

医療職場をはじめとする、
国民の生命・ライフラインを死守すべく、
連日現場で奮闘するすべての働く仲間に、
感謝と敬意を表します。

みんなで支え合い、この難関を乗り切りましょう！
愛知労福協第53回通常総会を開催
～「自助・共助・公助」の有機的な連携による
持続可能な社会の実現を目指して～
当初は５月２１日に全労済会館
「アビタン大ホール」
において、
第５３回通常総会を予定しておりました
が、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
昨年同様、
書面決議の方式で実施しました。
その
結果、
２０２１年度の活動方針についてご承認をいただき、
新たな活動をスタートすることになりました。
活動方針としては、
今年度は3つの柱を掲げ、
「自助・共助・公助」
の有機的な連携による持続可能な社
会の実現に向け、
それぞれに関連する具体的な取り組みを進めていくことを確認しました。
◆ 2021年度推進活動の3つの柱 ◆

①

事業推進による福祉向上

②

社会貢献・社会的連帯活動の推進

③

運動の継承と前進

● 2021年度
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役員体制
（三役）●

会
長 … 畑 慎一（UAゼンセン）
副 会 長 … 豊田 弘（情報労連）
副 会 長 … 木戸 英博（JAM東海）
副 会 長 … 棚橋 孝二（東海労働金庫）
副 会 長 … 笠島 邦夫（こくみん共済coop愛知推進本部）
副 会 長 … 三島 和弘（愛知県労働者福祉基金協会）
常 任 顧 問 … 佐々木 龍也（連合愛知）
事 務 局 長 … 清水 貞雄（専従）
副事務局長 … 髙橋 清通（専従）

第44回労働福祉功労賞受賞者の１名を表彰
本来であれば愛知労福協第53回通常総会において、第44回労働福祉功労賞受賞者の表彰式が
行われる予定でしたが、総会が書面決議方式での開催となったため、残念ながら労福協からの感
謝状・ブロンズ像・バッチ等および愛知県知事からの感謝状につきましては、受賞者宛にお送り
する形となりました。今後は、
「ブロンズの会」の会員として、引き続き労福協活動へのご支援を
いただきます。
労働福祉功労賞は1978年（昭和53年）に発足以来、歴史を積み重ね、今回の受賞者を含め203
名の方々が顕彰されました。

氏

中垣
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◆ 第44回労働福祉功労賞受賞者 ◆

名

岳人

経

氏

歴

愛知労福協幹事、愛知労福協尾張北支部支部長など

労 福 協 友 の 会

第15回定期総会を開催
2021年4月2日（金）午後2時から、れあろ6階
大会議室で、新型コロナウイルス感染防止を考
慮して、本年度は規模を縮小し、来賓の挨拶な
し、記念講演会も中止し、代議員数(38名)の半
数の各支部1名の19名に出席要請し、開催しま
した。
（役員31名、代議員38名のうち18名の出
席、委任状19名)
2021年度の活動方針案、予算案ともに承認
され、コロナ禍での会員拡大、社会貢献、友の会
活動の充実、各福祉事業団体の利用拡大を継続
課題として取り組むことが確認されました。

和田会長挨拶

総会

県友の会三役

愛知県労働協会

労働法講座Ⅰ●
Web開催

受講生募集のお知らせ

〜労務トラブルを未然に防ぐ実践的対応策〜
令和3年 愛知県労働協会では、以下の内容で労働法講座を開催します。どなたでもご参加いただけます。

９ ／ 9（木） 18:30〜20:30 法的視点からみる新型コロナ禍を経た新しい人事労務の在り方
９／１4（火） 18:30〜20:30 従業員の個人情報・プライバシーと労務管理のポイント

● 申し込み･問い合わせ ●
〒450-0002
名古屋市中村区名駅４-４-38

９／１７
（金） 18:30〜20:30 誰もが働きやすい労務管理とは育児・介護の両立とハラスメント対応

公益財団法人愛知県労働協会

９／２2（水） 18:30〜20:30 知らなかったでは済まされない企業の責任と実務上の対応策

http://www.ailabor.or.jp/rodo/

９／２7（月） 18:30〜20:30 労働条件の不利益変更をめぐる労働者の同意や合理性の判断

受講方法 ZoomウェビナーによるWebセミナー ＜LIVE配信＞
会社や自宅のパソコンからWeb受講できます。

労働教育グループまで
TEL（０５２）
４８５−７１５４
FAX（０５２）
５８３−０５８５

受講料 14,000円（5日間・税込）
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連
合
愛

第92回愛知県中央メーデーをWeb配信！

知

働く者の祭典としての意義や歴史を確認するとともに、
労働者の権利や主張を広く社会にアピールする場として、4
月24日(土)に第92回愛知県中央メーデーを開催しました。
当日は、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、メーデー
実行委員・来賓・特別報告者など
が集まる名古屋市内のメイン会場
と、構成組織・加盟組合の組合員
とその家族約300名をZoomでつ
なぎ、Web形式で実施しました。
佐々木実行委員長 挨拶
冒頭、佐々木実行委員長から「長
期化するコロナ禍だからこそ、これ
まで以上に労働者の団結が重要と
なる。連合愛知55万人の力を結集
しコロナ禍を乗り切ろう」との挨拶
がありました。
特別報告では、スギ薬局ユニオ
ンの川野中央執行委員より「顧客 スギ薬局ユニオン
からの理不尽な要求を受けた従業 川野中央執行委員 特別報告

員は、精神疾患を患うなど深刻な状況となっている。労働
組合として仲間の安全を最優先にし、倫理的な消費行動を
促進する取り組みが重要である」と、コロナ禍で奮闘する
エッセンシャルワーカーの現状について報告がありました。
集まれなくても労働者が団結する意義は不変であること
を趣旨に、豊田副実行委員長よりメーデーアピールを提起
し、Webおよびメイン会場の参加者の絆をつないで採択し
ました。
また、子ども向けの特別企画として、ここあによる会場
の紹介や参加者インタビューなどをライブ配信しました。
今回のメーデー式典の様子は、連合愛知ホームページで
配信しています。ぜひご視聴ください。

Webでつなぐ
「絆」
のパネル

連合愛知助け合い運動「就職・進学支度支援金」を贈呈
これまで連合愛知は、
「連合愛知助け合い運動」による
募金から、児童養護施設を卒業する児童に「就職・進学支
度支援金」を直接贈呈してきました。
今年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止に
伴 い 贈 呈 式を取りやめ、
児童養護施設のうち晴光
学院と駒方寮を訪問し支
援金を贈呈しました。
晴光学院の平島院長から
「養護施設に入所する子
晴光学院 平島院長に支度金を手渡す どもたちは、親からの深
可知事務局長(左)

刻なDVを受けて預かっていて大人は『怖いもの』として
認識しており、接し方は丁寧に行う必要がある。また施設
を卒業した後も施設全体で児童をフォローしている」との
話がありました。
また、駒方寮では、児
童 から 社 会 人として 頑
張っていくことなどのメッ
セージが伝えられました。
懇 談 後 、各 施 設 の 代
表者へ支度金を贈呈し、
施設を通して各児童に支
度金が渡されました。
駒方寮の児童から送られたメッセージ

社会対話活動を実施
連合愛知では、毎年地域活性化フォーラムを開催し、行
政や経営者団体と社会的な課題や取り組みについて議論
し、その内容を社会に発信する取り組みを行っています。
昨年までは
「中小企業で働く人を元気に」というテーマで、
県内の中小企業の取り組みや人材育成の重要性を共有して
きました。
本年は、連合ビジョン「働くことを軸とする安心社会 －
まもる・つなぐ・創り出す－」を具現化するために、連合愛

社会対話活動の様子
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知と地域の関係団体・有識者をつなぎ、新たな連携や取り
組みを創り出す場として、名称を「社会対話活動」と改め、
4月25日(日) ワークライフプラザれあろにおいて関係団体
との座談会を開催しました。
当日は、フリーキャスターの伊藤
聡子氏をコーディネーターに迎え、
青山 愛知県副知事、成瀬 南医療
生活協同組合代表理事、髙瀬 ㈱高
瀬金型代表取締役、久冨木原 愛知
県立大学学長、織田 NPOボラみみ
より情報局代表理事、中島 副事務
フリーキャスターの
伊藤聡子氏
局長が「地域の支えあい・つながり
を創る 輝くあいちに向けて」をテーマに、多様な人が活
躍できる共生社会に向けて各組織で取り組んでいることな
どを話し合いました。
この活動の内容を県内外に広く発信するとともに、Web
広報誌や活動の様子を連合愛知ホームページに掲載します
ので、ぜひご覧ください。

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきんの マネートラブルのリアル

③

キャッシュレスはお
トク⁉
キャッシュレスの世界は、まだまだ変わる。アカウント管理、利用明細チェックは必須

キャッシュレスの世界は、まだまだ変わる。アカウント
管理、利用明細チェックは必須

前払い

後払い

現金払い

プリペイドカード
／電子マネー

クレジットカード

デビットカード

カード決済（磁気・IC チップ）／ VISA、Mastercard、JCB 等

スマホ決済
アプリを利用
タッチ決済、
QR・バーコード決済
を選択

タッチ決済／Suica、PASMO
WAON、nanaco、楽天 Edy 等
タッチ決済／QUICPay、iD、Apple Pay、Google Pay 等

QR・バーコード決済／
au PAY、d 払い、メルペイ※1、LINE Pay※2、PayPay※2等
QR・バーコード決済／
楽天 Pay 等

※1 ／ 2020年1月、Origami
Pay を統合・吸収
※2 ／ 2019年11月、経営統
合を発表
（2020 年２月現在）

キャッシュレス化へ！

日本のキャッシュレス決 済
比率は18・４%、先進国・韓国の89・
１%には遠く及びません。政府は２０２５年
までにそれを40％まで引き上げるとしてい
ます（２０１８年４月 経済産業省）。
キャッシュレス化で社会をスリム化し、増大する外国人観
光客の利便性も高める狙いです。

納得の決済方法を選ぶ

キャッシュレスは、
「前払い」
「後払い」
「即時払い」などお
金をいつ支払うかに加え、さまざまなインターフェースが絡ん
で、とても複雑になっています。

とくにスマートフォンによる決済はまだまだ変化しそうで
す。キャッシュレス決済にはオートチャージ機能もありますが、
自分がいくら使ったかわかりにくく、常に利用明細のチェック
が必要です。リボ払いと紐付けされると多重債務に陥る危険
もあります。
目先のポイント還元に惑わされず、セキュリティ面も含め、
納得して決めましょう。

ネットにおけるマネー管理

インターネット・バンキングの不正送金被害は２０１９年９
月から急増しています。被害の多くはフィッシング詐欺による
ものと見られています。ＩＤやパスワードは使い回しをやめ、
厳密な管理が必要です。
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こくみん共済
愛知推進本部

2221Z001

の登録はお済ですか？

coop

はこんなに 便利‼

ご契約内容が確認できる！
掛金や保障内容などのご契約内容をご照会いただけます。
被共済者（加入者）別に保障額の合計が確認できるので便利！

住所変更等の手続ができる！
住所、電話番号、振替口座の変更手続きや、
共済掛金証明書の再発行申請（※）ができます。
（※）当年分のみ再発行（10月〜翌年3月の期間に申請できます）

暮らしのお役立ち情報がいっぱい！
健康・生活に役立つ知識や季節の食べ物、
冠婚葬祭マナーなどの、皆さまの暮らしをサポートします！

オンラインでこくみん共済の加入ができる！
オンラインで組合員ご本人さまを
対象とした「こくみん共済」の加入ができる！

【マイページ登録方法】
公式キャラクターピットくん

こくみん共済 coop マイページ

検索

初めて利用される方は、
「マイページ利用申し込み」へ
画面の案内にしたがい登録ください。
※お手元に組合員番号が分かるもの（共済証書など）とこくみん共済 coop へ登録されている
電話番号をご用意ください。

お問い合わせ先

TEL 052-681-7959

たすけあいから生まれた保障の生協です。

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）
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（平日9：00～17：00

土・日・祝日、年末年始は休業）

「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神
にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣
旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで
各種共済制度をご利用いただけます。

福祉基金協会

ハートフルセンターの生活 お 得 情報
分譲情報

子育て環境が整った

ふれあいの街

自然に恵まれ 利便性も高い街「豊田市志賀」
名鉄バス
「宝来町」
停
徒歩約3分

敷地面積

土地分譲価格

1 183.88㎡ 2,154万円

今回分譲区画

名鉄三河線
「豊田市駅」
まで
名鉄バスで
約15分

道路幅員6m
9.25m 9.60m 10.25m

（55.62坪）

181.05㎡ 2,072万円
（54.76坪）

2

グラ
ウン
ド

●名鉄バス「宝来町」停………………徒歩約 3 分
（約240m） ●トヨタ生協メグリア志賀店…………徒歩約12分
（約950m）
（約450m） ●宝来南公園……………………………徒歩約 9 分
●とよたおいでんバス「香九礼橋」停…徒歩約 6 分
（約650m）
●益富こども園…………………………徒歩約11分
（約850m）
●古瀬間小学校…………………………徒歩約15分
（約1,200m）
●益富中学校……………………………徒歩約20分
（約1,600m）

1号地 2号地 3号地

広告有効期限2021年9月30日

◆アイルタウン豊田志賀物件概要

名古屋市

中心部からも

182.37㎡
3 （55.16坪） 2,103万円

地下鉄鶴舞線
上前津駅⇔豊田市駅
42分（乗り換えなし）

●所在地／豊田市志賀町神上り31番181他 ●交通／名鉄バス
「宝来町」
停徒歩約3分 ●販売区画数／3区画 ●敷地面積／181.05㎡(54.76坪)〜183.88㎡(55.62坪)
●土地価格／2,072万円〜2,154万円 ●都市計画法／都市計画区域・市街化区域 ●地目／宅地・雑種地 ●用途地域／第1種低層住居専用地域 ●建ぺい率／60%
●容積率／100% ●私道負担／なし ●道路幅員／6m ●電力／中部電力 ●ガス／東邦ガス ●上水道／公営 ●下水道／公共下水 ●排水／U字構
●建築条件付宅地分譲について（販売代理：トヨタすまいるライフ株式会社）
今回販売させていただく土地は、
土地売買契約後3ヶ月以内に、
トヨタすまいるライフ株式会社と建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。
この期間内に建物
の建築をしないことが確定した時、
または建築請負契約が成立しなかった場合は、
土地譲渡契約は白紙となり、
受領した金銭は無利息にてお返しいたします。

0120-682-851

分譲住宅からリフォーム・住まいの健康診断・耐震診断・耐震改善・省
エネ住宅・シロアリ対策までお住まいのお手入れ等、何でもご提案

お問合せ

ハートフルセンター

住宅

ハートフルパーティー

ハートフルセンター主催の出会いの場、それがハートフルパーティーです。ホテルやレストランの他、カフェやバーベキュー、オンラインなど様々な出会いの場を提供します。
会費

下 記日程 共 通 のご 案 内

男性 6,0００円
女性 4,0００円

受付時間 13：30〜13：50
開催時間 14：00〜16：30

※男性・女性とも独身の方。女性のみの募集。料金は税込。

ハートフルパーティー

アプリを登録してパーティー情報を
GETしよう！ ※ハートフルカード番号を入力してください

パーティー情報を随時更新中！
詳しい開催内容とお申込みはホームページをご覧ください

8/29
日
●

男女 各10名 30〜45歳くらい
※男性は名古屋北地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協名古屋北支部にて募集します。

10/3
日
●

9/12
日
●

男女 各12名 28〜40歳くらい
※男性は尾張北地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協尾張北支部にて募集します。

10/31
日
●

ハートフルカジュアルパーティー

レストランは貸切なので、プライバシーはしっかり守られます。
お酒を飲みながら、気軽にお相手探ししませんか。

各パーティーの詳細はHPにて

名古屋東急ホテル
東京第一ホテル錦

男女 各10名

名鉄豊田市駅から
徒歩約2分

会費

名鉄トヨタホテル6Fレストラン「シーズナルキッチン ル・ボナール」
で開催します。

名鉄トヨタホテル

8/1
日
●

男性 5,5００円
女性 3,5００円

受付時間 16：30〜16：50
開催時間 17：00〜19：00

参加条件 男性30〜43歳、女性28〜40歳くらい
※男性・女性とも独身の方。女性のみの募集となります。
※男性は豊田地区の労働組合のある企業勤務の方。※男性は労福協豊田支部にて募集します。

男女 各10名

25〜45歳くらい

※男性は愛知県商工会連合会に所属の企業勤務の方。

男女 各12名 30〜45歳くらい
※男性は尾張西地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協尾張西支部にて募集します。

ハートフルオンラインパーティー
おすすめ

9/4
土
●

男女 各5名

Zoomアプリを使った
オンラインパーティーです。
スマホ、PCでご自宅から気軽に
ご参加いただけます。

年齢別に2回開催

詳細はホームページにて！

名古屋のソウルフード「味噌煮込みうどん」を手打ち体験！

あつあつウマウマうどんづくりツアー

8 / 2 2 (日)・2 8 ( 土 )・9 / 5 (日)・1 1 ( 土）

大正14年から続く味噌煮込みうどん店
「山本屋大久手」
で昔ながら
の手打ち、手作りの美味しさにこだわる山本屋の職人青木さんに指導
していただきます。体験の前には、山本屋のルーツや味噌煮込みの歴
史を聞き大正時代から守られてきた伝統を知ることが出来ます。簡単
そうに見えて難しい手打ち体験ですが、丁寧に指導していただけるの
で初めてでも安心してご参加いただけます。昼食は自分で打ったうど
んを使った親子味噌煮込みうどんを堪能！味噌煮込みうどんの奥深
さと面白さを体感できるツアーです。

お問合せ

ハートフル宿予約センター

TEL

予約は
こちら
【ガイド】青木裕典さん（味噌煮込みうどんの山本屋大久手店）

052-339-4822

■募集人数：最大定員20名様（最小催行人数各班8名）
■参加費（おひとり様・税込）4,500円（昼食付）
■開催時間：9:30〜12:00
■集合解散：地下鉄桜通線吹上駅1番出入口
●お1人でもご参加いただけます。
※お支払いは当日現金集金。

あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号 平日 9：00〜17：00 GW・年末年始を除く

https://www.heartful.or.jp/

ハートフル事業部
住 宅 事 業 部

0120-101-810
0120-682-851
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お母さん・お父さんになったら、
両親も再び
豊かな子ども時代をいっしょに楽しめます。

シリーズNPO

No.38

子どものねっこを育てる
特定非営利
活動法人

名古屋おやこセンター

東海ろうきんの NPO育成
助成事業より助成を受けながら
事業を推進しています。

育休、子ども庁（省）、リモートワーク…等など、今ほど子どもに関わるキーワードが多方面から関
心を集めた時代もないだろう。子育て関係の団体も数多くある中、かつての「子ども劇場・親子劇
場」の活動を支えた“お母さん集団”も今年51年め。おやこセンターは0歳〜18歳児童の、特に情
操面を育むことを狙いとした多種多様な活動を展開している。

◆起源は「子ども劇場・親子劇場」運動から
「50年ほど前に福岡から全国に拡がった
『子ども劇場・親子劇場』
の運動に参加した
『名古屋おやこ劇場』
（1971年発足）の活
動が最初でした」理事長の竹内洋江さんは
同センターの成り立ちからそうお話された。
「私で理事長は5代め。若いお母さんが
最前線で活躍しやすいよう雑用をこなすの
が仕事なんですよ」
（竹内）。
同センターは
【全ての子ども（0〜18歳）
の人格を尊重し、遊び体験、感動体験を育
むこと】
を目的に、
劇場体験から派生する活
動を多方面に展開。2000年には「特定非
営利活動法人名古屋おやこセンター」
と呼
び名も新たにアップグレードを果たした。
◆かつてのここの利用者がコア・スタッフに
同センターは、
NPO法人の獲得を機に、
昨今特に関心の高い0〜3歳児の乳幼児か
らの“子育て”に力を注いでいる。現在は、
名古屋市の指定管理運営（前津児童館、
港
児童館）や業務委託事業（おやこっこなか、
おやこっこみなと）などがその活動の中心。
中でも、
2020年10月に名古屋市の子育
て応援拠点としてスタートした「おやこっこ
なか」は名古屋市中区錦という便利な場
所にある。
さらに、
名古屋おやこセンターの
事務局も同じ場所ということもあり、
あらゆ
る子育ての相談窓口としても機能している。

「実は私も10年ほど前にはここの活動
の利用者でした」と言う副理事長の清水
麻樹さんは…「その頃は、
子育てに不安が
あったのですが、
『お母さんになったら、
ステ
キなことに子ども時代をもう1回楽しめる
んですよ』
と言われたんです」
（清水）。
つまり、
「 子どもを遊ばせる・感性を育て
る」のではなく、
「いっしょに遊ぶ・いっしょに
成長する」。そのリアルな体験を親子で楽
しんじゃおうというのがポリシーなのだ。
◆「
 全ての子どもたちのため」の活動を
「とにかく、
全ての子どものためにお母さ
ん集団としては拡げられるだけ活動を拡げ
てます。やりすぎくらいですが」
（竹内）。
「子どもたちの価値観の変化やコロナ禍
の影響もあって、
観劇などは今はままならな
い状況ですが、
毎月繰り広げられる多彩な
親子イベントがここの特色です」
（清水）。
児童館やおやこっこでの毎月のイベント
メニューも、
親子ヨガ、
ピアノとヴァイオリン
のライブ、
救命救急講座、
えいごでおはなし
会…と実用的なものも含んで盛りだくさん。
拠点外活動でも、
長期療養児のための
病院での鑑賞事業や児童相談所の一時
保護所や養護施設の子どもたちの鑑賞事
業、
夏・冬休みの子ども食堂、
パパの子育て
参画をフィーチャーした「パパこっこ」も「新
しい生活」においては注目したいところだ。

副理事の清水麻樹さん（前列左）と
スタッフの皆さん。子育てのベテラン揃いだ。

特定非営利活動法人
（NPO法人）

名古屋おやこセンター

https://www.oyakocenter.nagoya/
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目2-32
錦アクシスビル2階
TEL:
FAX:

052-2 28 - 8464
052-2 28 - 8465

（受付 9:00〜16:00 木日祝日を除く）

《名古屋おやこセンターの事業一覧
●子育て応援・支援事業

▶おやこっこ なか

（名古屋市子育て応援拠点）
0・1・2歳児とその親のためのくつろぎの場
※一時預かりのサービス
（有料）
もあります

▶おやこっこ みなと陽まわり/福田

（名古屋市地域子育て支援拠点）
乳幼児とその親が立ち寄れる民家を
利用した憩いの広場

▶ママパパライン®あいち
（電話相談）
子育ての不安や悩みを研修を受けた
専門スタッフがお聴きします

●子どもの育ち支援事業
▶わんぱく遊育塾

水田体験から工作体験まで、
3歳以上の
未就学児とその親でたのしむプログラム

▶子どものための造形講座

様々な道具を駆使しての造形あそび
想像力・持久力・忍耐力を育みます

▶WAKUWAKU★キャンプ

日頃なかなか子育てに関われないパパと
子どものための1デイキャンプ

▶
「ホットアートプレゼント」

長期療養児に届ける生の舞台鑑賞

●人材育成事業
▶ママパパライン®受け手ボランティア養成講座
おやこっこ なかでの日常の一コマ。乳幼児とその
お母さんが一緒に楽しめるプログラムが工夫されている。

長期療養児には喜ばれる病院訪問ライブ・コンサート。
（現在はコロナ禍のため自粛状態）

▶ゲートキーパー養成講座

（ゲートキーパーとは自殺防止のためのボラ
ンティアのことです）

▶読書デザイン

（絵本コーディネーター養成講座）
※子どもゆめ基金助成事業

●舞台鑑賞事業
▶Tantoシアター®

＊乳幼児向け人形劇や大道芸の鑑賞
＊専門知識をもった講師による表現活動
ワークショップ

パパが“子育てのお手伝い”でなく主役として関わる
「パパキャンプ」。頼れるパパは大活躍！

田んぼでのどろんこ体験が新鮮な「わんぱく遊育塾」
。
親が率先してどろんこになると、子どももそれに加わる。
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