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　金魚の名産地としても知られる愛知県
弥富市は、平野がひらけて農地が多く、と
てものどかな風景が続く地域だ。現地に
着き、さっそく取締役・営業技術部長の
神谷高裕さんにお話を伺った。 
　「M式のMは現会長の村井邦彦が水耕

を始めたので、それに由来します。会長は
もともと農家の長男で、トマトなどを作っ
ていました。ところが昭和34年に伊勢湾
台風の被害にあって土壌がだめになり、農
業ができなくなった。そんな中、川に浮い
て流されて行く水草のホテイアオイを見
て水耕栽培を考えるようになったんです」。 
　最初の実用M式水耕プラントを1970
年に発売以来41年。現在では、北海道か
ら九州まで約1,500件のM式水耕の導入
農家の実績を見るまでになった。そのう
ちの約半数がミツバを生産しており、全国
のスーパーの店頭にあるミツバの8割ほ
どのシェアを占めるまでになったという。
それ以外では、レタス、サラダ菜、パセリ、
クレソン、トマト…など、サラダで日常食べ
ている野菜での導入事例が多い。 
 
 
　Ｍ式の特長のひとつが水に浮かべた発
泡スチロールの定植パネル。浮草の原理

でこのパネルは水の上を自在に移動させ
られる。それは農業工場＝グリーン・ファ
クトリー実現の大きなカギでもある。つま
り、①長い水耕ベッドの手前側で苗を植え
た定植パネルを入れ、②成長した順に反
対側でパネルごと抜きとって収穫する。③
抜き取った分、手前側で空いた水耕ベッド
にまた新たな苗のパネルを入れる。考え
方としては、ベルトコンベアで運ばれるう
ちに製品ができあがっていく「工場の生
産ライン」のようなものというわけだ。 
　また、もうひとつの特長は、水耕ベッド自
体が手軽に平衡移動できること。栽培面
積の比較では各列ごとに作業通路を設け
る場合に比べ、25%も広く確保できる。 
　「もともと水耕ベッド＋発泡スチロール
の定植パネルでのプラントは弊社が初め
てでした。今では弊社の定植パネルの規
定サイズ600mm×900mmが水耕業界
では定着しています」と神谷さん。作物の
成長速度や人の移動・作業効率のことが

発想のヒントは水草のホテイアオイ

農業の「工場化」へのスタンダード

　最近、自然災害による農業被害が深刻化している。ニュースで、被害に
あった畑を前に途方に暮れる農家の人々の姿を目にすることも多い。愛
知県の自然災害と言えば50年前の「伊勢湾台風」。土地が低い弥富市あ
たりでは、海水に浸かった土地の再生に半年以上かかったという。
　今回取材した「M式水耕研究所」の村井邦彦会長も
17歳の当時、農地が潮水の水害を受け、一時は絶望
のどん底に落ちたという。しかし、新しい農法を発想し、
災害や気候変動の影響を受けない「M式水耕栽培」
のプラント開発に取り組むようになる。

きゅうり、トマト、なす、ブドウ、イチジクなど実をつける作物用
に開発された「おふくろさん（商品名）」。暖気が集まる温室
棚の上部に吊り、湿り気センサーで調節された点滴で育てる。 

浮草状態の定植パネルを持ち上げるとこんな感じ。水耕ベッドには100分の１
の勾配があり培養液タンクから水と空気が絶えず送られる。収穫は成長側の端
のパネルから順に抜き取り行われる。 
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考え抜かれた経済寸は、長年農業の現場
で鍛え抜かれた“業界標準”なのだろう。 
　ちなみに、見せていただいた実験ファー
ムでは、数種類のレタスが中心に栽培さ
れていたが、一般の露地物レタスが年3～
4回転の収量なのに対し、年間収量で換
算すれば12～13回転分。気候変動の影
響もほとんどない。こうなると、「最近レタ
スって高いわよね」は、もう過去の話だ。 
 
 
　しかしさらに驚いたのはその次。「では、
こちらへ」と神谷さんに案内されたのは、“温
室”ではなく“野菜製造工場”。一見、窓も
ない設備の中にある無菌環境の室内では、
成長の段階ごとの野菜が5段ほどの水耕
ベッド＋定植パネルに植え付けられ、人工
光で育成されている。 
　「こうすれば、何段にも重ねられるので
広い土地面積も不要。太陽光も使わない
ので、例えば、都会のスーパーなど流通店
舗に近いビルの中や地下室でも野菜の通
年安定生産・供給が可能になります。片側
から小さな苗の定植パネルを入れて、反
対側で食べごろのものを抜き取る基本的
な生産プロセスは先ほどの温室のものと
同じ。最近ではこういったシステムでの、

農業以外の異業種からのプラントの相談
が最近増えていますし、もう何社かは実用
稼働を果たしています」。 
　実際、神谷さんはこの後“植物工場”の
サポートに東京に出かけて行かれた。 
 
　 
　代わってお話を伺ったのは、5年前から
現職に就かれた会長の奥さま村井智子
社長。村井邦彦会長が生産技術を追求さ
れてこられたのに対し、村井社長は消費者
寄りのマーケティングと野菜の機能性に
着目されていた。聞けば、前職は県の農業
大学の校長先生。「食育」と機能性をテー
マに研究をされてこられたのだそうだ。 
　「私どもでは今、『“活菜”生活』という
ものを進めています。それは、M式水耕の
野菜工場で作られる機能性を考えた12
種類ほどの野菜を組み合せたもの。これ
を根付きで各家庭にネット通販などで届け、
食卓の花瓶などで育てていただく。そして、
葉や根を観賞し、その場で葉をちぎってサ
ラダで食べる。というものなんです」。 
　「活魚」ならぬ「活菜」による食卓での
栽培と小さな収穫。「キッチン・ファーム・
ハーベスト」はまさに「食育」だ。 
 
 
 
　まとめに、村井邦彦会長にM式水耕の
テーマや将来ビジョンを聞いてみた。 
Ｑ：土の農業から離れる意味は?
会長：それを否定するわけではない。土に
適した作物もあるでしょう。しかし、環境
汚染、気候変動、後継者問題、土地・空間の
問題、国際的な経済の問題等など…日本
の農業は今、かつてない深刻な危機に瀕

している。本当に美味しい、栄養価の高い
作物が消費者の手に渡っていない。だから、
将来に向けての有効な選択肢として、私
たちは持続可能な『デザイン農業』を提案
しているわけです。 
Ｑ：それはどんなものでしょう?
会長：デザインの本質は計画です。計画は
コントロール可能であること。これからは
バイオサイエンスの時代なので、自然を超
える科学力が注目されるでしょう。 
　会長は1冊のアルバムを見せてくださっ
た。そこには1975年：沖縄海洋博での空
中菜園、1981年：神戸ポートピア芙蓉グ
ループパビリオン・M式エアーハウス、そ
の他、各地の博覧会での芸術家や建築家
とのM式水耕による共同制作の記録など
がある。「どうですか。ここの野菜は美味
かったでしょ。私は、農業はアート、芸術だ! 
と主張し、実践してきました。これからさ
らに可能性を拡げていくつもりです」。 
　現在、同社では敷地内に、1本の苗で2
万個のトマトに挑戦するテーマ・パーク「ア
グリ・バイオカルチャー・センター」の建設
が年内完成を目指して進行中。「伊勢湾
台風」という未曾有の大災害から立ち上
がったM式水耕の“未来デザイン（計画）”
は着実に実を結びつつある。 

株式会社 Ｍ式水耕研究所

郊外の農場から都心の植物工場へ

Ｍ式水耕＋マーケティング→「活菜生活」

これからは「デザイン農業」が
アートになる

「Ｍ式水耕」を発案された代表取締役会長の村井邦彦会長。 
トレードマークのテンガロンハットがお洒落。 

代表取締役社長の村井智子社長。キッチン・ファーム・ハーベ
スト「活菜」を提唱、水耕の良さを家庭の食卓にまで拡げられた。 

水耕ベッドで育成中のバジル（上）。また、右写真の根まで赤いスイス
チャードなど、セルフファームでは消費者が自分で収穫もできる。 

神谷さんに勧められ、その場でレタスを
摘んで食べてみると、清冽な味・歯ごたえ・
香りに思わずにこにこ顔になる。 

野菜工場段構成の水耕ベッド（上）と育成コントローラ環境表示パネル（左）。同
社では特許を取らず一切のノウハウを公開している。「活菜Ｍｉｎi」の若い状態
で出荷するまでは10日で1サイクル、普通は20日。根付きで出荷される。 

サラダのアクセント、アイスプラント。葉の表面に
塩味を含んだ結晶状を析出する珍しい野菜。 

Ｍ式栄養液点滴でどの枝も
たわわに実る「おふくろさん」
のトマトファーム。収穫しや
すい位置に実がなるよう高
さも調節できる。 

愛知県弥富市

「活菜」はガラスの花瓶に飾れば文字
通り「観葉植物」に。普段見ない繊細な
根も美しい。 
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名古屋北支部
第21回 ボウリング大会
2011年1月18日　参加：86名 
場所：キャッスルボウル 

東三河支部

名古屋南支部
第3回 家族ボウリング大会
2011年2月6日　参加：114名 
場所：名古屋グランドボウル 

尾張北支部

中部労福協 第2回 代表者会議開催

海部支部
津島市アダプトプログラム
（道路花壇維持管理）
2011年1月28日　 
参加：15名 
場所：事務所前 
　　　道路花壇 

書記・実務担当者研修会
2011年1月17日 
参加：42名 
場所：名古屋東急ホテル・中日劇場 

退職準備セミナー
2011年1月22日、29日 
参加：合計175名 
場所：小牧勤労センター・ 
　　　グリーンパレス春日井 

支部結成30周年式典
2011年2月1日 
参加：82名 
場所：小牧コミュニティホール 

豊橋市長要請行動
2010年12月8日 
参加：三役・市議13名 
場所：豊橋市役所 

退職準備セミナー
2011年1月12日 
参加：54名　場所：豊川会場 

環境活動
（森林整備ボランティア）
2011年1月29日　参加：27名 
場所：豊橋市二川町内国有林 

　中部労福協の第2回代表者会議が2

月17日（木）富山県の「ボルファートと

やま」において中部各県の労福協代表

者12名を始め、中部各県労福協の関係

団体の参加を得て開催されました。 

　この代表者会議は、隔年開催の定期

総会に代わる位置づけであります。また、

中部労福協は近畿・北陸・東海地方の

12府県労福協で構成しており、労福協

の地方組織として重要な役割を担って

います。 

　代表者会議では、10年度の活動報告・

11年度の活動方針の補強等を討議し、

満場一致で承認され新年度の活動がス

タートしました。活動方針の補強項目は 

①貧困や多重債務のない社会に向けて 

②消費者運動との連携の促進 

③労働者自主福祉事業等の 

　　　促進に向けた政策支援 

④ライフサポート事業の 

　　　体制づくりと着実な推進 

⑤福祉事業団体の 

　　　利用促進・支援の取り組み 

⑥新公益法人制度への対応 

▲議案審議の様子 

▲中部労福協の役員の方々 

中部労福協会長 
馬場修一氏（左）と 
中央労福協事務局長代行 
大塚敏夫氏（右） 

▲
 

名古屋中支部
第14回 カラオケ大会
2011年1月24日　参加：75名 
場所：名古屋東急ホテル 

名古屋金山支部
ボウリング大会
2011年2月22日　参加：88名
場所：スポルト名古屋 

愛

知

労

福

協

支
部
だ
よ
り
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名古屋東支部
第25回 新春ボウリング大会
2011年1月12日　参加：124名 
場所：スポルト名古屋 

岡崎額田支部 知多支部
第26回 文化講演会
2011年1月22日　参加：159名 
場所：アイプラザ半田 小ホール 

尾張東支部

豊田支部
確定申告研修会
2011年2月2日～4日 
参加：211名 
場所：豊田産業文化センター 

ウインナー作り（友の会）
2011年2月4日 
参加：18名　場所：豊田市 

名古屋西支部
工場見学
2010年12月9日　 
参加：14名 
場所：三菱電機稲沢製作所 

第7回 ゴルフ大会
2010年11月27日　 
参加：112名 
場所：中日カントリークラブ 

第25回 ボウリング大会
2011年1月13日　 
参加：60名 
場所：キャッスルボウル 

尾張西支部
第28回 ボウリング大会
2011年1月26日　参加：96名 
場所：東名ボウル 

岡崎支店開設50周年記念式典
2011年1月28日　参加：77名 
場所：岡崎ニューグランドホテル 

第6回 退職準備セミナー
2010年12月4日　参加：59名 
場所：全労済一宮会館 

愛知県・名古屋市に要請書提出

西三河支部

▼熱心に聞き入る参加者 

～組織の発展は人材にあり～
福祉事業団体「幹部・若年」職員研修会を開催

退職準備セミナー
2011年2月20日　 
参加：86名 
場所：安城市民会館 

▲小川副知事（上）と、 
　大西副市長（下）に 
　要請書を手渡す 
　狗飼会長 

▲
 

　1月20日（木）ワークライフプラザれあろにおいて、労金・労済・住宅生協・
ハートフルセンターの幹部職員56名の参加により研修会を開催しました。この
研修会は、福祉事業団体幹部職員の職務の更なるレベルアップと福祉事業団体
間の情報共有を図ることを目的に毎年開催しています。 
　第１部の講演会では、（株）ウィズネス 教育コンサルタントの本田妃世氏をお
招きし「組織の発展は人材にあり～活力ある組織をつくるコ
ミュニケーション～」と題し、自己チェックにより自分の行動パ
ターンを把握することから豊なコミュニケーションをとるため
の技術までの講演を参加者一同熱心に拝聴しました。 
　第2部では、各福祉事業団体の役員から「事業団体の活動
内容及び事業運営上の課題と今後の対応」についてご説明頂
き、事業団体相互の情報の共有化と活動基盤の強化を図りま
した。また2月22日（火）
には、福祉事業団体の
若手職員35名の参加
を得て、（有）幸プラン
ニングの代表取締役 
長野ゆき子氏を講師に
お招きし、「実践して実
感するプレゼンテーショ
ンスキル研修」と題し
た研修会を開催しました。 

▲講師の 
　本田妃世氏（上）と 
　長野ゆき子氏（下） 

第28回 愛知県勤労者美術展
2011年1月12日～16日　 
参加：2名（洋画3点） 
場所：愛知県美術館ギャラリー 

　昨年12月、愛知県と名古屋市に対して2011
年度の行政要請を実施しました。福祉事業団体役
員の参加を得るなかで、狗飼会長から小川副知事
と大西副市長に要請書を提出しました。主旨説明
では、労福協・労金・全労済・住宅生協・ハートフル
センターの個別
要請項目につい
ての支援・協力
の要請を行な
いました。 
　副知事・副市
長からは要請事
項全般について、
誠意を持って
対処させて頂く
旨の表明があり
ました。 

愛
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　勤労者美術展は、「勤労者の美

術に対する関心を深め、創造的文

化活動を推進する」趣旨で毎年開

催され、28回目を迎えました。 

　（財）愛知県労働協会が主催し、

愛知労福協・連合愛知・中日新聞の共催、

東海労金・全労済愛知県本部・愛知県住宅

生協等の福祉事業団体が後援しています。 

　今回も日本画28点・洋画77点・書道

28点・写真74点の計207点の出品があ

り、愛知労福協賞・連合愛知賞・福祉事業

団体賞は次の方々が受賞されました。 

第28回 愛知県勤労者美術展開催
～勤労者の文化活動の推進～

愛知労福協賞 

連合愛知賞 

東海労働金庫賞 

全労済愛知県本部賞 

愛知県住宅生協賞 

前田 充子 

原　文香 

水野サホ子 

各務 義彦 

岡田喜代枝 

菊池 敏廣 

田中 稔芳 

伊藤 光金 

兵藤 郁夫 

中條 國男 

中川 健士 

柘植 勝美 

渡部 与明 

山岡 廣海 

三森 美邦 

武内 梅扇 

小島奈穂美 

加藤 龍渓 

柴本三枝子 

美馬 明王 

日本画の部 洋画の部 書道の部 写真の部 
■愛知労福協・連合愛知・事業団体賞受賞者 ※敬称略 

展示会場の様子 

労
福
協
・
友
の
会

元気印の平均年齢70.7歳 東三河支部の森林整備ボランティア 

運動公園の清掃、ペットボトルキャップ収集 

運動公園の草取り、道路のゴミ拾い 

授産施設の軽作業、ペットボトルキャップ収集 

東海市緑化運動へ参加 

老人施設慰問（年6回）、公園清掃（年6回）、ペットボトルキャップ収集 

春友会として老人施設慰問 

刈谷駅南口街路の花植え（年2回） 

使用済み切手・書損ハガキなどの回収、善意銀行への寄付（年1回） 

ペットボトルキャップ収集 

使用済み切手収集 

使用済み切手、アルミ缶ふた収集 

各行事での募金活動、遊歩道整備と簡単除伐 

豊 橋 地 区  

豊 川 地 区  

豊 田 支 部  

海 部 支 部  

東 海 地 区  

岡崎額田支部 

春日井地区 

刈 谷 地 区  

安 城 地 区  

尾張東支部 

尾張西支部 

名古屋金山支部 

名古屋北支部 

●主な社会貢献活動の取り組み（現在行っている社会貢献活動）

● 申し込み･問い合わせ ● 
〒450-0002

　名古屋市中村区名駅4-4-38

　（財）愛知県労働協会

　　　　事業課労働教育Gまで

　TEL（052）485-7154

　http://www.ailabor.or.jp

メンタルヘルスに対する理解を
深め、心の病を抱えた人の早期
発見、対処法について学びます。 
また、ストレスの予防や解消に
役立つ「自律訓練法」について
も詳しく説明します。 

●日　時：5月28日（土） 午前10時～午後3時 
●場　所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 
　　　　　名古屋市中村区 
●講　師：愛知教育大学名誉教授　竹内登規夫 氏 
●対　象：勤労者をはじめとする県民 
●定　員：40人 
●受講料：4,000円 

名古屋ブロック

「遼も労働者です」 石川遼のパパ 石川勝美氏の講演会
　2月14日夕方から大雪の中、約400
名が参加して愛知県産業労働センター
で開催しました。 
　講演開始約15分は、ビデオで石川遼
選手のアマ優勝時から今日までの歩み
を紹介。講演は「遼も労働者です」から
始まり、安産だった遼くんが2歳の頃、ぜ
ん息がひどくて「苦しい」と度々泣かれ、
親として辛かったことや、今もひどい花

粉症なので、この時期アメリカへ
長期遠征するのは花粉から逃避
する為なんだとか。しかし、ツアー
から帰ると第一声が「ただいま、
お母さんはどこ」という大のお母
さん子なんだそうです。 
　講演のテーマは「親子は同じ目
線で夢を持つ」ですが、「子どもを
見ていると親は応援したくなるも
の」という普通の父親の思いを語
られたのが印象的でした。 ▲石川勝美さんと運営スタッフの記念撮影 

 

「講演会は今年だ
けで20回ほどにな
ります」と話される
石川さん 

▲
 

▼老人施設 
慰問風景 

　友の会は以前から、ボランティアによる社会貢献活動を

取り組んでいます。元気な会員の平均年齢は70.7歳。 

　2010年度は、「取り組みの輪を地域で広げよう」の県友

の会の呼びかけから13友の会で、さまざまな取り組みが行

われました（右表）。 
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▲2011年1月13日（木）中日新聞掲載 



～個人消費回復でデフレ循環からの脱却～
2011春季生活闘争1万人総決起集会を開催

　連合愛知は3月6日、名古屋・栄の
久屋大通公園久屋広場において、
「2011春季生活闘争1万人総決起
集会」を開催しました。これからヤマ
場を迎える2011春闘において、要求
実現と機運の盛り上げなどを図るた
めに行われたこの集会には、神野会長
をはじめとする連合愛知三役、構成組
織からの参加者など、約1万人の参加
がありました。会に先立ち、青年委員会・
女性委員会による全体リハーサル及
び各構成組織の旗手登壇が行われ、
会場の雰囲気が盛り上がったところで
集会がスタートしました。 
　冒頭あいさつに立った神野会長は、
「今日本の経済は、中国などアジアを
中心とする経済成長に引っ張られて
緩やかな回復傾向にある。一方、失業
率の低下や有効求人倍率の持ち直し
も見られるが、わたくしたち労働者を

取り巻く環境は依然として厳しい状況
である。そのため、正規労働者と非正
規労働者の格差も広がっている。賃金
の低下が消費支出を抑えてしまって
いる今のデフレ傾向から何としても
抜け出さなければならない。各企業
において今春闘における満額回答を
めざし、企業内最低賃金の協定を結び、
すべての働く者
の労働条件を
改善していかな
ければならない。
今こそ社会を変
えるために、共
にがんばろう」
と熱意を込めて
語りました。 
　4人の代表が
それぞれ決意
表明を行った後、

三島副会長が読み上げた「集会ア
ピール」を参加者の総意で採択しまし
た。引き続いて、東副会長によるガン
バロー三唱で、春闘勝利への意志固
めを行いました。その後、参加者全員
で「賃上げ・ボーナス勝ち取るぞ」「働
きやすい職場をつくるぞ」などシュプ
レヒコールを行いました。 

～75件もの相談が寄せられる!～
全国一斉「春の労働相談ダイヤル」を実施

第19回「連合愛知助け合い運動」によるカンパ金寄託式
～一人ひとりの善意が大きな善意へ～

▲愛知県共同募金会の岡谷会長に目録を手渡す神野会長 

　連合の全国一斉「なんでも労働相談ダイヤル」の実施に伴い、連合
愛知は、2月14日～16日の3日間にわたって「春の労働相談ダイヤル」
を実施しました。今回は、連合愛知労働相談センターを中心に、地協
事務局長、シニアスタッフ、新任専従役員が働く仲間からの相談を受
け付けました。新聞広告やテレビ報道もあり、期間中には75件もの悲
痛な相談が寄せられました。今回は雇用契約・賃金に関する相談が目
立ちましたが、倒産問題は1件もありませんでした。 
　連合愛知は、今後も「労働相談ダイヤル」などにおいて、すべての
働く仲間の不安や悩みに応えるとともに、精一杯の助言や支援を続け
ていきます。 

▲働く仲間からの相談を受ける労働相談ダイヤル担当者 

　2月22日、「第19回『連合愛知助け合い運動』カンパ金寄託式」が行われました。
この寄託式には、連合愛知から神野会長や土肥事務局長などが出席し、愛知県共同
募金会に対して目録を手渡しました。 
　2010年末の「連合愛知助け合い運動」において、組合員の皆さんから寄せられ
た善意のカンパ金は、36,071,372円でした。1992年に助け合い運動が始まって
以降、「組合員1人あたり100円」を目標に展開しており、これまで連合愛知が愛知
県共同募金会に寄託したカンパ金の総額は、753,448,026円にものぼります。 
　これらのカンパ金は、民営小規模施設（障がい者施設や共同保育所等）の整備や
児童養護施設等入所児童の就職支度支援金など、連合愛知が指定した事業に充てら
れています。 

▲1万人で埋め尽くされた久屋大通公園 
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●講座● 
第4回

こんな今だからこそ、ご自分のマネープランを見直しませんか?

貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？

■警察官や銀行協会、金融機関の職
員等が、口頭で暗証番号を確認す
ることはありません。

■電話での問合せに対して、暗証番号、
口座番号、預金残高、生年月日、家
族構成などの個人情報を教えない。

■警察官を名乗る人物が訪問してき
た場合には、警察手帳などの身分証
明書の確認をする。

■不審な電話があったら、直ちに
110番または警察に通報する。

被害に遭わないためにも

商　品　名 生活応援ローン

用　　　途

ご利用いただける方

貸金業者等からの借換資金（負債整理資金・遊興費を除く） 

ご 融 資 額 300万円以内 

ご返済期間 10年以内 

返 済 方 法
毎月返済または毎月とボーナスの併用返済（元利均等返済） 
ただし、ボーナス返済部分の元金は、ご融資額の50%以内。 

金　　　利
変動金利5.975% 
　※金利は年利表示です。　※金利は年2回見直しを行います。 

担保・保証人
担保・保証人は原則不要、日本労働者信用基金協会による保証を受けていただきます。 
保証料は東海ろうきん負担です。 

生 命 保 険
ご希望により団体信用生命保険にご加入いただけます。 
　※団体信用生命保険にご加入の場合は、適用金利より年0.18%高くなります。 
　※団体信用生命保険のご加入にあたっては別途お申込み手続きが必要となります。 

東海ろうきんの会員として出資いただいている労働組合・職員組合などの組合員で
ある方で下記条件をすべて満たす方 
　１）お申込み時年齢が満18歳以上、最終返済時年齢が満76歳未満の方 
　　　※満18歳以上の未成年者は、親権者の同意が必要となります。 
　2）同一勤務先に1年以上勤務し、かつ現在のお住まいに1年以上居住されている方 
　3）安定・継続した年収（前年税込年収）が150万円以上ある方 
　4）日本労働者信用基金協会の保証が受けられる方 

●融資金利・融資条件などについては、金利環境などにより変更する場合がございます。 
●お借入れ金利は、お申込み時ではなく実際にお借入れいただく日の金利が適用となり、
場合によってはお申込み時の金利と異なる場合がございます。 
●審査の結果、保証機関の保証が受けられない場合などは、ご希望に添いかねる場合も
ありますので予めご了承ください。 

■ 東海労働金庫会員限定 借換ローン商品 ■
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風水害等給付金付火災共済・自然火災共済

万一の時に再建できるために!

●最高6,000万円（※1）の保障
●万一のとき再建を第一に
　　　考えた“再取得価額保障”
●70%以上の焼破損で全焼扱い

●風水害のとき最高 4,200万円（※2）
●地震等のとき最高 1,800万円（※2）
●盗難による被害も保障

火災共済 自然災害共済

春は新生活がスタートしたり、転勤などにより、引越しが多くなる季節です。
住宅の大きさや、家財の量が変化したりしますので、現在加入されている火災保険（共済）
を見直すにはいい機会です。春の新生活を機に、住まいの保障の点検をしましょう。

住宅保障講座

「住まいの保障の点検を!」
●講座● 
第4回
●講座● 

第4回

①保障額を「再取得価額」ぴったりに
　設定しましょう。

　月日がたてば、住宅や家財も古くなって
いきます。被害を受けた場合に購入時の価
格や時価で保障されると生活再建が難し
い場合があります。そのため被害にあった
ものと同程度のものを新たに購入・修理す
るために必要な費用（再取得価額）で保障

を設定する必要があります。 

②「住宅」と「家財」を
　トータルで考えましょう。

　火災というとどうしても「住宅」だけを
考えがちですが、「家財」も意外と多いも
のです。住宅とは違って、日常生活の中
で長年にわたり買いそろえているために
実感が薄いのかもしれません。保障を考
える際には住宅と家財の両方をトータル
で考えましょう。 

③火事以外の保障も
　確認しましょう。

　火災保険（共済）には、火事以外で
も、落雷や外部からの物体の飛来に
よる損害、持ち出し家財の損害、他人
の住居からの水漏れなども保障に含
まれている場合があります。知らなく
て請求しなかった、ということがない
ようにご注意ください。 

全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省
令に定められている共済契約準備金をこえる充
分な積み立てを行っています。また、資産運用のリ
スクを適切に管理し、健全な資産運用を行ってい
ます。全労済は、これからも引き続き健全な経営に
努めていくとともに、情報開示を積極的に行って
いきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する
法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情
報について厳重な管理体制のもとに正確性・機
密性・安全性の確保に努めています（※詳しくは
各都道府県の全労済にお問い合わせください）。

新しく組合員になられる方へ（出資金について）
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生
活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営
されており、出資金をお支払いいただければ組合員となることができ、各種
共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営
のために出資（1,000円以上）をお願いしています（出資金は1口100円で、
最低1口以上の出資が必要です）。出資金は、加入される共済の掛金払
込方法に応じて下記の取り扱いとさせていただきます。●マイカー：掛金の
払込方法－月払い・年払いの場合ともに出資金1,000円（1回のみ）●こ
くみん：掛金の払込方法－月払いの場合1,200円（毎月100円×12ヵ月）
●クローバー：掛金の払込方法－年払いの場合1,000円（1回のみ）

（愛知県労働者共済生活協同組合） 全労済愛知県本部 

全労済は、営利を目的としない保障の生
協として共済事業を営み、組合員の皆さ
まの安心とゆとりある暮らしをめざしていま
す。出資金をお支払いいただいて組合員
になれば、各種共済をご利用いただけます。

●このページは制度の概要を説明したものです。ご契約の際には「パンフレット」「ご契約のてびき」を必ずご覧ください。● 

■ 必要保障額について ■ ■ 団地・マンション等の建物火災について ■

住まいの保障を点検し、最適な保障に見直しましょう

◆お問い合わせ先　全労済愛知県本部　TEL：052-681-7741（平日9:00～17:00 土・日・祝日は除く）

　マンションなど、確かに燃えにくいといえますが、
鉄筋コンクリートを含む、いわゆる耐火住宅の1年間
の罹災件数は11,531件です（平成21年「消防白書」）。 
　また家財は建物構造にかかわらず、火事のときは
真っ先に燃えてしまうことが多いようです。加えて、
団地などの共同住宅で心配なのは、上の階からの
生活水による水もれや下の階への水もらしによる
損害の発生です。 

　万一のときに、生活を再建するのに必要な費
用が必要保障額です。キリのいい保障額での加
入ではなく、本当に必要な費用を保障する額で、
加入することをおすすめしています。必要とする
保障額に不足する場合は、生活再建
が難しくなる場合があります。 
　また必要保障額以上に加入され
ている場合は、掛金を無駄に多くお
支払いただいている場合があります。 

団地・マンション等の鉄筋住宅は燃えないから、火災保険（共済）はいらない?
→ 建物火災の約4.5件に1件が耐火住宅の火災です。

生活再建を考えた保障を！

※1 ： 600口加入の場合の最高保障額です。
※2 ： 大型タイプにご加入の場合

貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
貸金業法改正
あなたは大丈夫ですか？
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愛知県住宅生協
愛知県労働者住宅生活協同組合 @0120-682-851

〒460-0024　名古屋市中区正木四丁目5番6号　TEL.052-681-2011

http://www.aichi-jsk.or.jp/

相談窓口は
こちらへ…

ホームページ

　住宅性能表示制度は、外観や間取り図からではわかりにくい住宅の性能を、10項目の分野で等級や数値で示す
制度です。登録住宅性能評価機関で評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書
として交付します。主な概要を紹介します。 

10分野のものさしで住宅の性能が分かります

検 索住宅性能表示制度

■構造の安定（耐震等級）
●等級1…数百年に1回発生する地震に 
　　　　　　　  倒壊・崩壊しない程度 
●等級2…等級1の1.25倍 
●等級3…等級1の1.5倍 

■空気環境 

●等級1…F☆☆建材 
●等級2…F☆☆☆建材 
●等級3…F☆☆☆☆建材 

■温熱環境（省エネ性能）
●等級1…その他 
●等級2…S55年旧省エネ基準 
●等級3…H4年新省エネ基準 
●等級4…次世代省エネ基準 

◆一例として、天井グラスウールの厚さでは下記に相当します 
●等級1…35mm　●等級2…50mm　●等級3…155mm

5-1号地・ご参考プラン

名古屋市上志段味特定土地区画整理地
144ブロック5番1・2

JR中央本線「高蔵寺」駅まで自転車で約8分。 
「高蔵寺」駅からJR中央本線「千種」駅まで約15分。 アクセス

防犯 
開口部の 

侵入防止対策 

高齢者等への 
配慮 

構造の安定 
耐震等級 等 

音環境 
重量床衝撃音 
対策等級 等 

光・視環境 
単純開口率 等 

温熱環境 
省エネルギー対策等級 等 

火災時の 
安全 

耐火等級 等 

● 住 宅 性 能 表 示 の イ メ ー ジ ●  

詳しくは 
ホームページをご覧ください 

等級1が建築基準法を満たすレベルです

劣化の軽減 
劣化対策等級 等 

空気環境 
ホルムアルデヒド発散等級 等 維持管理・更新への配慮 

区画 敷地面積 建物面積（参考プラン） 販売予定価格 

5-1号地
181.06m2

（54.77坪）
100.21m2

（30.31坪） 2,980万円

5-2号地
187.30m2

（56.65坪）
99.57m2

（30.12坪） 2,950万円

■ 土地価格／1,054万円 
■ 建物価格／1,926万円 

■ 土地価格／1,019万円 
■ 建物価格／1,931万円 

■物件概要 
●交通/市バス「東谷橋」停 
　　徒歩14分 
●総区画数（販売戸数）/2戸 
●都市計画法/都市計画区域/ 
　　市街化区域 
●用途地域/ 
　　第1種低層住居専用地域 
●建ぺい率/40% 
●容積率/80%

4月9日（土）、10
日（日）

現地申込み
受付

ご利用方法は 

ホームページでも確認で
きます!

内装及び天井裏等 
建材のホルムアルデヒドの発散等級を 
区分しています 
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ホームページ ● http://www.heartful.or.jp

（財）愛知県労働者福祉基金協会 ハートフルセンター  
名古屋市熱田区金山一丁目14-18

Eメール：info@heartful.or.jp
TEL:052-684-2311　FAX:052-684-0311

「知って得する」情報を、
これからも会員の皆様に
紹介してまいります。 
ハートフルホームページを
ご覧になったご意見・ご感想を
お寄せください。

検 索ハートフルセンター

上手に使って、大満足の1枚!  2012年3月31日までご利用できます!

ご利用方法利用方法は 

ホームページでも確認確認で
きます!ご利用方法は 

ホームページでも確認で
きます!

組合員の方だけでなく、ご家族もご利用いただける
安心快適ライフの「ハートフルカード」。 
ガイドブックも付いて、お得な情報が一目で分かります。 
新入組合員のみなさんも、ぜひこの機会にお申込み
ください。 
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明日へのチャレンジャー　　　　株式会社  Ｍ式水耕研究所

昭和30年代の世界に“記憶”が時間旅行する

■開館／9：00～17：00
■休館／①月曜（月曜が休日の場合は翌平日）、②年末年始（12

月28日～1月4日）、③館内整理日・毎月末日（その
日が日曜・月曜の場合は翌平日）、④特別整理期間

■入館料／無料
■連絡先／〒481-8588
　　　　　愛知県北名古屋市熊之庄御榊53
　　　　　TEL（0568）25-3600　FAX（0568）-25-3602
●http://www.city.kitanagoya.lg.jp/tanoshimu/minzoku/

2006年に西春日井郡師勝町と西春町が合併し発足した北名古屋市。ここに合併前の
1990年から、全国でも珍しい“昭和の日常”がテーマの博物館がある。同館の展示は、
実は、歴史資料としての価値があるだけでなく、認知症の予防に効果をあげているという。

――― 愛知県北名古屋市 

昭和30年代、蒲郡中学校吹奏楽部が3年連続“日本一”を獲得して以来、蒲郡市は「吹
奏楽のまち」と呼ばれる。この楽団はそんな中、当時の指導者故山本誘氏を偲ぶ会
を契機に平成13年に結成された。現在平均年齢62歳、最高齢81歳の同楽団は、今
年4月が10周年の節目、現在5月の演奏会を目指し合奏練習に余念がない。 

●連絡先／0533-67-6298（榎本）
　　　　　入団金5,000円、団費月額2,000円
★同楽団の入団条件は原則50歳以上

　「昔、中学の頃に教わった山本先生を偲
ぼうと、中学時代の吹奏楽仲間が集まった
んです。吹奏楽部のOB会が発端でした」と
話される団長の榎本武さん。昨今、“オヤジ
バンド”でロックをというのもあるが、団塊の
世代を超えてこれほど大勢で一堂に会し、リ
ズム・ハーモニー・アーティキュレーション（表
情）を揃えていく“合奏体験”には、世代を
超えた友情もプラスされ、音楽を“聞く”よ
り数倍の奥深い感動がある。 

　この日の楽譜は「ディズニーメドレー」。
曲調が次々切り替わる難曲だ。「今日はほ
とんど初見です」と言われたが、とてもそう
は見えない。 
　昨年秋には、あいちトリエンナーレの祝
祭ウィークでも名演を披露して好評を博し
た。今年5月29日には「創立10周年ありが
とうコンサート」を蒲郡市民会館（2時開演）
で行う予定。普段の練習は、毎週日曜午前
にJR蒲郡駅に近い蒲郡市生きがいセン

ターで合奏練習
を行っている。
市外からの参加
も大歓迎とのこ
とだ。 

▲この日の指揮は 
　蒲郡中学校優勝時に在籍した
西浦稔氏。 

▲初めは照れ臭かったけどソロパートでの 
　スタンドプレーはこたえられないとか。 

▲フルート、クラリネットでは女性陣が活躍。結婚・育児などで長年楽器から離れていても、
かつての合奏仲間に誘われ、励まし合って…という主婦の方も多い。 

▲バスクラリネット担当の団長の榎本武さん 
　（前列右から3人目）。 

北名古屋市 
歴史民俗資料館 昭和日常博物館 

ホ
ッ
と
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る
黄
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時
の
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▲
 

河出書房から本も出版
されている市橋さん。 

▲
 

　時代を経るにつれ「昭和」の価値観が見直さ
れ、各地の博物館なども企画展が増えたそうだ。
しかし、同じ品物を扱ってもそれぞれ取り上げ
方の視点が違う。ここ「昭和日常博物館」では“骨
董品的な価値”ではなく、文化人類学的・考古
学的な意味づけに基きモノを集めているのが
特徴。「昭和」という時代の中で「所得倍増計画」
「脱・戦後」と言われた“疾風怒濤”期とも言え
る30年代にスポットが当てられている。 
　学芸員の市橋芳則さんは「貝塚を調べるよ

うに人々の生活の残滓（ゴミ）から生活像を洞
察していくところがありますね。文化財やお宝
ではありません」と言う。もともと考古学を研
究していたので自然とそうなったとか。 
　展示は、風景の再現も時代考証の面で顕微
鏡的なこだわりが随所に見られ、レプリカでな
いだけにリアル。そこが認知症予防の「回想法」
に役立てられると福祉関係者の視察も多い。
また、映画「オールウェイズ」のエンドロール
にも「昭和日常博物館」が出ている。知る人ぞ
知る北名古屋市の穴場と言えそうだ。 

　30年代は庶民の暮
らしが「電気・ガス」
になっとことが大き
な変化だった。 

▲
 

▲北名古屋市役所東庁舎のスグ西側、図書館の建物の3階。 

▲子どもの頃、欲しくて駄々をこねた玩具や、おまけ付きのお菓子がずらり。 
　あの頃、市場でよく見かけたカレーのパッケージも。そう言えばコレあった！ 

▲
 

タイムトリップ

▼「陸王」の勇姿も。 
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