
同じ“ヒト”への思いから拡がる身近な「国際協力」

名古屋NGOセンターは、中部圏のNGOを支援するネットワークNGO。市民による
国際協力を推進し、政府に対してはあるべき国際協力の姿を提言する市民社会と
政府をつなぐ中間支援組織だ。1988年に「なごや第三世界交流センター」として発
足し、1995年に現名称へと変わり加盟13団体に。2000年に特定非営利活動法人
となり、今では加盟NGO50団体とともに活動している。

特定非営利活動法人
名古屋NGOセンター

●社会的に認知されてきたNGO
　一般にNGOは、市民の立場から、国益
や私的営利よりも地球益を優先し、貧困層
や社会的弱者の側に立った国際協力をす
すめる市民セクターを指す。
　1980年頃は「国際化」がキーワード。当
時の鈴木愛知県知事の選挙公約の一つ
でもあった。NGO活動もその頃から活発
になり、国際的な格差や貧困問題に対して、
途上国の人たちの生活改善や自立支援を
する草の根活動が、自分たちの関心や出
会い、力量に応じて、進められている。その
活動領域は、教育、保健・医療、環境、人権、
平和、むらづくり、人づくりなど多岐にわた
る。行き過ぎた経済開発や環境破壊に対
し、国際連帯して流れを変える力を発揮し
たこともある。国際理解教育や開発教育、
政策提言も重要な活動だ。
　しかし、50ものNGOを側面支援するの
は、大変なのでは？ 事務局の田口裕晃さ
んに聞いてみた。
●ステファニ憲章を核として
　「NGOの思想が記された、ひとつの憲
章があります。2001年に組織された『ミッ
ション委員会』で作られたもので、これは
中部圏の市民活動を支えてきた初代理事
長ステファニ・レナト神父（故人）にちなみ、
『ステファニ憲章』と呼ばれるものです。」

そこには、NGOが目指すべき社会像、果た
すべき役割、環境への配慮、人権への配慮
などが記されている。「NGO活動は、個人
の思いの発露として自主的・主体的に行わ
れます。その思いの原点として、当憲章に
賛同することが加盟NGOの要件にもなっ
ているんですよ」。
●国際協力は対等な関係から
　「何かをしてあげること、哀れな人たちに
恵んであげること、余裕がある時だけして
あげることでは、本当の自立にはつながり
ません」。同センターの副理事長、山崎眞
由美さんは、草の根の活動をする人たちと
対等な関係を築くことが重要だと語る。自
分たちで考え、行動して力をつけていき、状
況を変えていくことができるように、支援す
る。そのための機会の提供や環境を整え
ることがNGOには望まれる。それには、各
国の事情や文化・価値観の違いも深く理
解した上で進めていかなければならない。
●現場を知る「国際人」育成を目指す
　今、活動で力を入れているのは国際協
力に関心を持ち、活動に参加し、支援する
仲間を増やすこと。◎途上国に出向き、
NGOの活動現場で学ぶ「NGOスタディツ
アー合同説明会」、◎国際協力の入門講
座である「国際協力カレッジ」、◎未来の
NGOスタッフを育成する「Nたま」（NGO

のたまごの愛称）。一NGO組織単体では
できないような「NGOを支えるNGO」だか
らこそできるということを意識してそれぞ
れの事業を実施している。
　こうした活動からNGOのグローバルな
視野がさらに開かれるはず。やがては「国
境」の意味も大きく変わり、地球家族の同
胞どうしが手を結びあう日もやって来るこ
とだろう。
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東海ろうきんの 
「NPO寄付システム」が応援する

ネットワークNGOです 

■〒460-0004
　　名古屋市中区新栄町2丁目3番地 
　　YWCAビル7F
　●TEL＆FAX 　（052）228-8109
　●MAIL（代表） info@nangoc.org
　●HP    　　　http：//www.nangoc.org
【維持会員・寄付のおねがい】
●学生会員：一口3,000円（年間）
●個人会員：一口5,000円（年間） 
●団体会員（法人など）：一口30,000円（年間）

《会員費・寄付のお申込み方法》
◎郵便振込にて
　口座番号 ： 00860-5-90855
　加 入 者 ： 特定非営利活動法人 
　　　　　　　　名古屋NGOセンター宛
　※振込用紙通信欄に「会員希望」または 
　　「寄付」とご記入ください。 
　※入金確認後、領収書などを送ります。 

「名古屋NGOセンター」は東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が応援する支援認定
NPO団体です。月々100円からの寄付口座振
替から始めるNPO支援で、あなたも地域貢献
してみませんか。

特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター

「スタディツアー」はおすすめ
の企画で「現地のありのままの

状況に触れられます」と副理事長の山崎
眞由美さん（右）。三重から東京に向かう途中、
立ち寄られた国際協力NGOセンターの松尾
さん（左から二人目）とスタッフの皆さん。

名古屋NGOセンターが実施する研修の一こま。ワークショップを通じて皆でアイデア出しや意見交換を行っている。

●NGOスタディツアー合同説明会●
＊日時：2013年6月1日（土）14：00～17：00
＊会場：YWCA2F ビッグスペースセミナールーム 
＊定員：50名（先着順） 
＊参加費：500円（名古屋NGOセンター 
　　　　　　　　　個人会員の方は無料） 
＊申込：下記連絡先にメールもしくは電話にて。 

（上）壁に掲げてある「ステファニ憲章」を説明
される田口さん。
（右）国際協力の現場で学ぶ「NGOスタッフに
なりたい人のためのコミュニティカレッジ（Nた
ま）」海外研修。参加者の多くが加盟NGO50
団体のいずれかで活躍するようになる。
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（上）株式会社伊藤商店の筋向いにある「南吉館」。壁にはウォールペイ
ントが描かれている。また、幻の安城和牛の入ったごちカレーが評判。
（横）展示コーナーでは、新美南吉直筆の俳句の色紙や、童話作品の初
版本、原稿（複写）などを見ることができる。

昭和初期のイメージで内装された南吉館の内部。壁面には安城高等女学校時代の南吉の珍しい写真が展示されて
いる。右下は、安城名産のいちじくや、ナシから作ったジャムやいちじくの入ったごちそーす。
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デンマーク農業と七夕まつりで知られる安城市。しかし、童話作家の新美
南吉が青春時代の大半を過ごしたことは意外に知られていない。今年、
新美南吉の生誕100年を迎えるのを機に、安城商店街の活性化を !と新し
い取り組みがはじまった。その“台風の目”は、2011年に発足したばかりの
「株式会社安城スタイル」。TMO「まちづくりAnjo」等と連携しての新しい
動きに期待が集まる。
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生誕100周年の新美南吉と“きーぼー”で生誕100年の新美南吉と“きーぼー”で生誕100年の新美南吉と“きーぼー”で

新しいスタイルの町づくりを目指す新しいスタイルの町づくりを目指す新しいスタイルの町づくりを目指す

毎月第4土曜に開催される「きーぼー市場」に登場する
“ゆるキャラ”「きーぼー」はすっかり市民の人気者。

　2011年に発足したまちづくり会社「株
式会社安城スタイル」の代表取締役、小島
祥次さんにお話を伺うため、代表取締役
を兼任する株式会社meetsの打ち合わ
せ室におじゃました。地域情報誌の編集・
制作をする会社とあって、安城でのイベン
トポスターや情報誌などがいろいろある。
小島さんの名刺裏は、地域のまちづくり
に関するたくさんの役職がずらり。とても
お忙しそうだ。
　「御幸商店街振興組合の理事長もやっ
ているんです。僕は、8年ほど前に外から

来てこの会社を立ちあげました。でも、つ
い4年ほど前に『お前おもしろそうだから
理事長やれ』と突然言われたんですよ」。
　ふつう、商店街では役職の順番が、次は
○△商店の3代目などと、暗黙のうちに決
まっているのが通例だ。「すごい町だなと
思いました。ヨソ者の人間を、おもしろい
からと、抵抗なく受け入れ理事長までやら
せちゃうんです。聞けば、安城には歴史も
伝統もない。みんな開拓農民みたいなも
のだからと」。
　安城は昔、未開の原野だった。それが明
治時代に明治用水が開削され、当時の国
鉄の安城駅ができると、各地から人が集
まり、農作物と鉄道で大いに栄えた。その
“フロンティア精神”は、商店街にも受け継
がれる。日本の三大七夕にも序せられる
安城七夕まつりも、そうした安城商人の心
意気の現れなのだ。

　しかし、安城七夕まつりがいかに盛大で
も、それは夏の3日間だけのこと。それ以
外の時期には、集客の決め手となるふだん

の魅力に欠ける。「ここは、観光資源となる
お城もなければ、折々の祭礼のある神社
仏閣もない。城下町や宿場町・門前町は、
伝統を守っていく苦労もあるでしょうけ
ど、資源があるからラクですよ」。
　日常的に人が集まる施設は、2002年ま
で安城更生病院（現在の中心市街地交流
広場）があったが、それも移転したため、付
近の人通りは激減したそうだ。「その頃の
町の華やかな賑わいは、僕もよくは知らな
いんです。でも人通りが少ない割には商
店には元気がある。頑張ってる店は諦めて
いないんです」。
　理事長を引き受けた小島さんは考え
た。商店街には七夕以外の時にも人を惹
きつけられるアイデンティティ（同一性・独
自性）が必要だと。
　実は、病院の移転前の2001年には
TMO「まちづくりAnjo」が発足。また、
2010年には中心市街地活性化協議会が
動き出しているが、実働部隊としての“ま
ちづくり会社”の必要性が言われだす。そ
こで2011年に「株式会社安城スタイル」
が発足となる。機は熟したというわけだ。

安城商人のフロンティア精神

七夕以外の“日常の魅力”を考える

（愛知県安城市）

株式会社安城
スタイル代表
取締役小島祥
次さん。フェイ
スブックでも
活動の様子が
見られる。

　安城商店街では、七夕にまつわる新し
いシンボルとしての“ゆるキャラ”の「きー
ぼー」と、今年生誕100年の新美南吉を前
面に押し出し、ふだんからの安城商店街
の活性化を図ろうとしている。
　まず、きーぼーについては、安城七夕ま
つりの基本テーマ「願いごと」から展開し、
「願いごとが叶うまち安城」コンセプトの
もと、「願いごとが叶うきーぼーの街宣
言」を発信。昨年秋からは、月1回の「まち
なか産直市」を「きーぼー市場」と名を変
えグレードアップを図った。
　新美南吉については「彼の25歳から29
歳（没年）までの作品発表ピークの時代
に、安城高等女学校で先生をしていたん
です。現在でも80代半ばで当時の教え子
の方がいらっしゃいます」。生誕の地が半
田なら、青春時代は安城と言うわけだ。
　折しも、安城市は今年市政施行60周
年。人で言えば還暦を迎える。それだけに

安城市としても、新美南吉生誕100年を
契機に中心市街地の商店街の活性化を
強力に支援していく方針だ。

　おもしろいのは、町のいたるところに新
美南吉ウォールペイントが見られること。
それはちょうど、町そのものをキャンバス
にしていくようなものだ。新美南吉の物語
の1場面や登場する人物・動物が描かれ、
それぞれがメルヘンの世界へと誘う。中
でもJR安城駅のペデストリアンデッキか
らも見られる立体駐車場に描かれた大き
な壁画は圧巻だ。
　市の企画部企画政策課南吉プロジェク
トに聞いたところでは、100年を機にこれ
からもどんどんウォールペイント作品を
増やして行きたいとのこと。町を絵で埋め
尽くす勢いだ。小さなものではドア1枚程
度のものから、路地裏の壁一面まで、絵を
発見する楽しみはこれからも増える。
　

　また、昨年4月には、ギャラリー＆カフェ
「南吉館」も完成。南吉のいた時代風に、
当時の雰囲気で内装されたシックな店内
は落ち着く。ここには童話の初版本や、直
筆の色紙、俳句、原稿などの展示ほか、作
品をモチーフとした絵葉書や、キーホル
ダーの販売コーナーもある。また、作品の
定期朗読会も行われているそうだ。
　「七夕まつりも、きーぼーも、新美南吉
も、共通したテーマはメルヘンなんです
よ。子どもたちに夢のある物語を伝える
商店街づくりをして行きたいですね」。
　“メルヘンに染まる”安城商店街。七夕
の短冊に町づくりの夢を書いて、より素晴
らしい商店街の実現をかなえて欲しい。
　　　　＊　　　＊　　　＊
　と、小島さんからスクープ! 「安城時代の
新美南吉を題材に、市民で映画を作ること
になりました」との第一報。乞うご期待!!

きーぼーと新美南吉をアピール

商店街全体をキャンバスに

南吉の直筆が見られる南吉館

新美南吉の教え子だったおばあさんのいる「日新堂書店」。右の壁を良く見ると
新美南吉生誕百年のポスター（←左拡大図）が。また、店内の一角には「南吉先
生の本」だけを集めた特集コーナーも。

（左上）シャッターに描かれているウォールペイント。
（右上）たくさんの人で賑わう安城七夕まつり。
（右下）老舗の創業70余年という鰹節・乾物の専門店
「株式会社伊藤商店」と代表取締役の伊藤圭子さん（左）。
下段写真は、商店街の情報誌や、新美南吉のパンフレッ
トなど。

提供 新美南吉記念館提供 新美南吉記念館
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を兼任する株式会社meetsの打ち合わ
せ室におじゃました。地域情報誌の編集・
制作をする会社とあって、安城でのイベン
トポスターや情報誌などがいろいろある。
小島さんの名刺裏は、地域のまちづくり
に関するたくさんの役職がずらり。とても
お忙しそうだ。
　「御幸商店街振興組合の理事長もやっ
ているんです。僕は、8年ほど前に外から

来てこの会社を立ちあげました。でも、つ
い4年ほど前に『お前おもしろそうだから
理事長やれ』と突然言われたんですよ」。
　ふつう、商店街では役職の順番が、次は
○△商店の3代目などと、暗黙のうちに決
まっているのが通例だ。「すごい町だなと
思いました。ヨソ者の人間を、おもしろい
からと、抵抗なく受け入れ理事長までやら
せちゃうんです。聞けば、安城には歴史も
伝統もない。みんな開拓農民みたいなも
のだからと」。
　安城は昔、未開の原野だった。それが明
治時代に明治用水が開削され、当時の国
鉄の安城駅ができると、各地から人が集
まり、農作物と鉄道で大いに栄えた。その
“フロンティア精神”は、商店街にも受け継
がれる。日本の三大七夕にも序せられる
安城七夕まつりも、そうした安城商人の心
意気の現れなのだ。

　しかし、安城七夕まつりがいかに盛大で
も、それは夏の3日間だけのこと。それ以
外の時期には、集客の決め手となるふだん

の魅力に欠ける。「ここは、観光資源となる
お城もなければ、折々の祭礼のある神社
仏閣もない。城下町や宿場町・門前町は、
伝統を守っていく苦労もあるでしょうけ
ど、資源があるからラクですよ」。
　日常的に人が集まる施設は、2002年ま
で安城更生病院（現在の中心市街地交流
広場）があったが、それも移転したため、付
近の人通りは激減したそうだ。「その頃の
町の華やかな賑わいは、僕もよくは知らな
いんです。でも人通りが少ない割には商
店には元気がある。頑張ってる店は諦めて
いないんです」。
　理事長を引き受けた小島さんは考え
た。商店街には七夕以外の時にも人を惹
きつけられるアイデンティティ（同一性・独
自性）が必要だと。
　実は、病院の移転前の2001年には
TMO「まちづくりAnjo」が発足。また、
2010年には中心市街地活性化協議会が
動き出しているが、実働部隊としての“ま
ちづくり会社”の必要性が言われだす。そ
こで2011年に「株式会社安城スタイル」
が発足となる。機は熟したというわけだ。

安城商人のフロンティア精神

七夕以外の“日常の魅力”を考える

（愛知県安城市）

株式会社安城
スタイル代表
取締役小島祥
次さん。フェイ
スブックでも
活動の様子が
見られる。

　安城商店街では、七夕にまつわる新し
いシンボルとしての“ゆるキャラ”の「きー
ぼー」と、今年生誕100年の新美南吉を前
面に押し出し、ふだんからの安城商店街
の活性化を図ろうとしている。
　まず、きーぼーについては、安城七夕ま
つりの基本テーマ「願いごと」から展開し、
「願いごとが叶うまち安城」コンセプトの
もと、「願いごとが叶うきーぼーの街宣
言」を発信。昨年秋からは、月1回の「まち
なか産直市」を「きーぼー市場」と名を変
えグレードアップを図った。
　新美南吉については「彼の25歳から29
歳（没年）までの作品発表ピークの時代
に、安城高等女学校で先生をしていたん
です。現在でも80代半ばで当時の教え子
の方がいらっしゃいます」。生誕の地が半
田なら、青春時代は安城と言うわけだ。
　折しも、安城市は今年市政施行60周
年。人で言えば還暦を迎える。それだけに

安城市としても、新美南吉生誕100年を
契機に中心市街地の商店街の活性化を
強力に支援していく方針だ。

　おもしろいのは、町のいたるところに新
美南吉ウォールペイントが見られること。
それはちょうど、町そのものをキャンバス
にしていくようなものだ。新美南吉の物語
の1場面や登場する人物・動物が描かれ、
それぞれがメルヘンの世界へと誘う。中
でもJR安城駅のペデストリアンデッキか
らも見られる立体駐車場に描かれた大き
な壁画は圧巻だ。
　市の企画部企画政策課南吉プロジェク
トに聞いたところでは、100年を機にこれ
からもどんどんウォールペイント作品を
増やして行きたいとのこと。町を絵で埋め
尽くす勢いだ。小さなものではドア1枚程
度のものから、路地裏の壁一面まで、絵を
発見する楽しみはこれからも増える。
　

　また、昨年4月には、ギャラリー＆カフェ
「南吉館」も完成。南吉のいた時代風に、
当時の雰囲気で内装されたシックな店内
は落ち着く。ここには童話の初版本や、直
筆の色紙、俳句、原稿などの展示ほか、作
品をモチーフとした絵葉書や、キーホル
ダーの販売コーナーもある。また、作品の
定期朗読会も行われているそうだ。
　「七夕まつりも、きーぼーも、新美南吉
も、共通したテーマはメルヘンなんです
よ。子どもたちに夢のある物語を伝える
商店街づくりをして行きたいですね」。
　“メルヘンに染まる”安城商店街。七夕
の短冊に町づくりの夢を書いて、より素晴
らしい商店街の実現をかなえて欲しい。
　　　　＊　　　＊　　　＊
　と、小島さんからスクープ! 「安城時代の
新美南吉を題材に、市民で映画を作ること
になりました」との第一報。乞うご期待!!

きーぼーと新美南吉をアピール

商店街全体をキャンバスに

南吉の直筆が見られる南吉館

新美南吉の教え子だったおばあさんのいる「日新堂書店」。右の壁を良く見ると
新美南吉生誕百年のポスター（←左拡大図）が。また、店内の一角には「南吉先
生の本」だけを集めた特集コーナーも。

（左上）シャッターに描かれているウォールペイント。
（右上）たくさんの人で賑わう安城七夕まつり。
（右下）老舗の創業70余年という鰹節・乾物の専門店
「株式会社伊藤商店」と代表取締役の伊藤圭子さん（左）。
下段写真は、商店街の情報誌や、新美南吉のパンフレッ
トなど。

提供 新美南吉記念館提供 新美南吉記念館
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福祉事業団体職員研修会を開催

～「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」を目指して～
中部労福協「第3回 代表者会議」開催

▲川口会長挨拶

愛知労福協が推進する福祉事業への支援・協力を求め、
愛知県・名古屋市へ「平成２５年度 要請書」を提出

尾張西支部
第9回 ボウリング大会
2012年11月20日　
参加：156名
場所：稲沢グランドボウル

退職準備セミナー
2012年12月1日　
参加：46名
場所：全労済一宮会館

名古屋西支部
チャリティ募金で陸前高田市
　　　　保育所（園）に図鑑寄贈
2013年2月8日　
場所：アビタン

会員企業見学会
2012年12月20日
参加：支部役員11名
場所：三菱自動車（株）岡崎工場

チャリティゴルフ大会での募金69,000円に
より、陸前高田市の保育所（園）9施設に図
鑑4種を寄贈。

海部支部
第8回 退職準備セミナー
2013年1月19日　
参加：18名
場所：東海労働金庫津島支店

友の会 台湾ツアー
2013年1月21日～24日　
参加：26名　
場所：台湾

名古屋南支部
第2回 チャリティゴルフ大会
　　　　　　　　寄付金寄贈
2012年12月3日
場所：日本赤十字社愛知県支部
参加：松山支部長、安達事務局次長

第5回 家族ボウリング大会
2013年2月3日
参加：111名
場所：名古屋グランドボウル

第３０回 愛知県勤労者美術展開催

　ろうきん・労済・住宅生協・福祉基金
協会（ハートフルセンター）の職員の
資質向上と、相互の交流を目的に今
年も2つの階層に分け、研修会を開
催しました。

▲若年職員研修会（上）と幹部職員研修会の様子（下）

▶労福協賞授与（上）と
　表彰式の様子（左）

　勤労者の美術に対する関心を深
め、創造意欲の高揚を図ることを目
的に、今年も（財）愛知県労働協会主
催、愛知労福協・連合愛知・中日新聞
社共催による勤労者美術展が開催
されました。
　日本画29点、洋画72点、書道26点、
写真54点、合計181点の応募があり、
出品作品は、1月16日～20日の間、
愛知県美術館ギャラリーに展示され
ました。

　また、1月20日には表彰式が行わ
れ、各部門ごとの優秀作品に対し、愛
知県知事賞・連合愛知賞・愛知労福協
賞をはじめ、後援団体の東海労働金
庫賞・全労済賞・
住宅生協賞・労
働協会賞などの
各賞が贈呈され
ました。

　今年は、中部労福協の事業年度が
中間期にあたるため、総会にかわり
「代表者会議」として開催されました。
　2月18日（月）、リーガロイヤルホテ
ル京都に、北陸・近畿・東海ブロック
12府県労福協の役員・代議員が一堂
に会し、2012年度経過報告・決算報
告、および2013年度補強方針（案）・
予算（案）等について審議し、満場一

致で承認されました。
　中央労福協の活動方針に
基づいた労働者福祉運動の
推進と、各府県労福協との活
動交流や意見交換を通じ、地
域性を活かした福祉の向上に
寄与することを確認しました。
　総会終了後には、京都市景観まち
づくりセンター専務理事の寺田敏紀

氏をお招きし、「時を越え光り輝く
京都の景観づくり」をテーマに基調
講演が行われました。

●若年職員研修会　2月13日（水）
会　　場：ワークライフプラザ「れあろ」
研修内容：サービスマナーの実践教育
参加人数：35名

●幹部職員研修会
　　　　　　2月27日（水）
会　　場：全労済愛知県本部
　　　　　　　　「アビタン」
研修内容：
　（1）企業イメージアップの
　　　原点 ホスピタリティー
　　　　　　 マインドの修得
（2）各福祉事業団体の
　　　　事業報告と課題
参加人数：53名

名古屋北支部
友の会 確定申告研修会
2013年2月12日　
参加：50名
場所：三菱電機株式会社FCC会議室

名古屋東支部
第27回 新春ボウリング大会
2013年1月16日　
参加：115名　
場所：スポルト名古屋

名古屋中支部
第16回 カラオケ大会
2013年1月24日　
参加：9チーム 63名
場所：名古屋東急ホテル

名古屋金山支部
秋季全体会議
2012年11月22日　
参加：42名
場所：金山支店・
　　　サイプレスガーデン

ボウリング大会
2013年2月19日
参加：95名
場所：名古屋スポルト

東三河支部
退職準備セミナー（豊橋）
2013年2月2日　
参加：47名
場所：男女共同参画センター

退職準備セミナー（豊川）
2013年2月16日　
参加：60名
場所：豊川勤労福祉会館

▲◀愛知県（上）と名古屋市へ（下）要請書の
　　提出と意見交換（左）

　昨年12月14日に、愛知県ならび
に名古屋市を訪問し、平成25年度
の勤労者福祉活動への助成援助、
文化・体育事業への支援、福祉事業
団体の事業支援などについて協力
を要請しました。
　それぞれご対応いただいた愛知
県の小川副知事、名古屋市の新開
局長へ狗飼会長より「要請書」を手
渡し、要請内容の趣旨説明と意見
交換を行いました。
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2012年12月20日
参加：支部役員11名
場所：三菱自動車（株）岡崎工場

チャリティゴルフ大会での募金69,000円に
より、陸前高田市の保育所（園）9施設に図
鑑4種を寄贈。

海部支部
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2013年1月19日　
参加：18名
場所：東海労働金庫津島支店

友の会 台湾ツアー
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第３０回 愛知県勤労者美術展開催
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協会（ハートフルセンター）の職員の
資質向上と、相互の交流を目的に今
年も2つの階層に分け、研修会を開
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愛知県美術館ギャラリーに展示され
ました。

　また、1月20日には表彰式が行わ
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住宅生協賞・労
働協会賞などの
各賞が贈呈され
ました。

　今年は、中部労福協の事業年度が
中間期にあたるため、総会にかわり
「代表者会議」として開催されました。
　2月18日（月）、リーガロイヤルホテ
ル京都に、北陸・近畿・東海ブロック
12府県労福協の役員・代議員が一堂
に会し、2012年度経過報告・決算報
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推進と、各府県労福協との活
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　総会終了後には、京都市景観まち
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参加人数：35名

●幹部職員研修会
　　　　　　2月27日（水）
会　　場：全労済愛知県本部
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　（1）企業イメージアップの
　　　原点 ホスピタリティー
　　　　　　 マインドの修得
（2）各福祉事業団体の
　　　　事業報告と課題
参加人数：53名

名古屋北支部
友の会 確定申告研修会
2013年2月12日　
参加：50名
場所：三菱電機株式会社FCC会議室

名古屋東支部
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2013年1月16日　
参加：115名　
場所：スポルト名古屋
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▲◀愛知県（上）と名古屋市へ（下）要請書の
　　提出と意見交換（左）

　昨年12月14日に、愛知県ならび
に名古屋市を訪問し、平成25年度
の勤労者福祉活動への助成援助、
文化・体育事業への支援、福祉事業
団体の事業支援などについて協力
を要請しました。
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県の小川副知事、名古屋市の新開
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交換を行いました。
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メンタルヘルス講習会メンタルヘルス講習会メンタルヘルス講習会
～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～

●日　時：平成25年5月11日（土）　AM 10:00 ～ PM 4:00
●場　所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
　　　　　　名古屋市中村区名駅4丁目4-38
●講　師：愛知教育大学名誉教授　竹内登規夫 氏
●受講料：6,000円（税込）

●申し込み･問い合わせ●

〒450-0002
　名古屋市中村区名駅４-４-３８
　財団法人 愛知県労働協会
　　　労働教育グループまで
　http:/www.ailabor.or.jp
　　　　　　　　　　/bunka/
　TEL （052）４８５-７１５４
　ＦＡＸ （052）５８３-０５８５

　働く人たちがその持てる能力を発揮し、仕事や職場で活躍するために心の健康管
理への取り組みが一層重要なものとなってきました。そのようななかで、今回の講
座は、メンタルヘルス予防のためのコミュニケーションの在り方や、メンタル不調者と
のコミュニケーションの在り方について学びます。

「春の労働相談ダイヤル」を実施

第21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～

　連合愛知は3月2日、名古屋・栄の
久屋大通公園 久屋広場において「す
べての労働者の処遇改善を追求し、
『働くことを軸とする安心社会』を実
現しよう」をスローガンに、「2013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
2013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、土肥会長をはじめと
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土肥会長
は、「円高の是正や株価の上昇が進

み、景気回復に動きが見られ企業収
益が回復しつつある企業がある一
方、依然として経営環境が厳しい企
業も多く、今春闘に対する厳しい姿勢
は変わっていない。非正規雇用の労
働者の割合は35%を超え、年収200
万以下の人が1,100万人を超えてい
る。これらの状況を打破すべく、人へ
の投資を実行し企業の生産活動の原
動力を生み出す要求
で「傷んだ雇用・労働
条件」の復元を図り、
デフレ社会からの脱
却を実現していく。連
合愛知52万人が組
織一丸となり、2013
春闘の勝利、さらに
は政策実現のために
も7月の参議院議員

選挙での完勝に向け、ともに頑張ろ
う」と熱意を込めて語りました。
　4人の代表が決意表明を行った後、
棚橋副会長が力強く読み上げた「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、佐藤副会長に
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、青
年委員会・女性委員会を先導役に、参
加者全員で「傷んだ雇用を復元する
ぞ!」「労働条件を改善するぞ!」など、
栄の街にはシュプレヒコールが響き
渡りました。

　連合の全国一斉労働相談ダイヤル
の実施に伴い、連合愛知は2月7日か
ら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
愛知の11の地域協議会を中心に、地
協役員が働く人々からの相談を受け
ました。
　初日となる2月7日は、愛知県下16
の駅頭で早朝街頭宣伝行動を実施し、
その後、新聞、ラジオ、テレビ、初の試
みとなる名鉄電車中吊り広告等を通
じて宣伝活動を実施しました。さらに、

夕刻には名古屋駅にて、連合古賀会
長をはじめ、国会議員や連合愛知事
務局で街頭宣伝行動を実施しました。
　今回のキャンペーンには
160件の相談が寄せられま
した。相談項目としては、雇
用契約等とセクハラ・パワハ
ラに関する相談が多く目立
ちました。連合愛知は、今後
も「労働相談ダイヤル」など
において、すべての労働者の
不安や悩みに応えるととも

に、組織化を含めて助言や支援を続
けていきます。

2013春季生活闘争1万人総決起集会を開催

愛知県共同募金会の岡谷会長（左）に目録を手渡す土肥会長

働く仲間からの相談を受ける労働相談ダイヤル担当者

1万人で埋め尽くされた久屋大通公園

　連合愛知は2月19日、愛知県社会
福祉会館において「連合愛知助け合
い運動カンパ金寄託式」を行いました。
　本年で21回目となる「連合愛知助
け合い運動」は、連合愛知の組合員
52万人からカンパ金として集めた
33，970，336円を愛知県共同募金
会に寄託しました。冒頭のあいさつで
連合愛知土肥会長は、「この助け合い
運動は、連合の中で一番長い取り組
みとなる。今年は昨年より金額が減っ
てしまったが、街頭および組織内で取

り組んでいただいた組合員の3,400
万円弱もの善意を届けられることを
嬉しく思う。『継続は力なり』というが、
今後も連合愛知として社会貢献に寄
与できるような運動を継続していき
たい」旨を述べました。1992年に助
け合い運動が始まって以来、「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、825，393，498円にものぼります。
これらのカンパ金は、福祉施設の整

備や就職支度金支援など公的支援が
受けられない施設などの支援に役立
てられます。

尾張東支部
第30回 ボウリング大会
2013年2月7日　
参加：100名
場所：東名ボール

尾張北支部
退職準備セミナー（小牧）
2013年1月19日
参加：80名
場所：小牧勤労センター

退職準備セミナー（春日井）
2013年1月26日
参加：114名　
場所：春日井グリーンパレス

書記・実務担当者研修会
2013年1月29日
参加：50名　
場所：ヒルトン
　　　名古屋

西三河支部
退職準備セミナー
2013年1月27日　
参加：75名
場所：安城市民会館

豊田支部
確定申告研修会
2013年2月6日～8日　
参加：209名
場所：豊田産業文化センター

知多支部
第28回 文化講演会
　　　　　　　講師：林家花丸
2013年1月26日　
参加：153名
場所：半田市アイプラザ半田

第8回 退職準備セミナー
　　　　　　　　　（東海）
2013年2月16日
参加：47名　
場所：東海市立商工センター

第8回 退職準備セミナー　
　　　　　　　　　（半田）
2013年2月23日
参加：49名　
場所：住吉福祉文化会館

岡崎・額田支部
退職準備セミナー
2013年1月19日
参加：116名　
場所：岡崎市
　　 勤労文化
　　　センター

幸田町町長懇談会（要請活動）
2013年2月6日
場所：幸田町役場

岡崎市長懇談会（要請活動）
2013年2月6日
場所：岡崎市役所
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メンタルヘルス講習会メンタルヘルス講習会メンタルヘルス講習会
～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～～心の健康管理 メンタルヘルスとコミュニケーション～

●日　時：平成25年5月11日（土）　AM 10:00 ～ PM 4:00
●場　所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
　　　　　　名古屋市中村区名駅4丁目4-38
●講　師：愛知教育大学名誉教授　竹内登規夫 氏
●受講料：6,000円（税込）

●申し込み･問い合わせ●

〒450-0002
　名古屋市中村区名駅４-４-３８
　財団法人 愛知県労働協会
　　　労働教育グループまで
　http:/www.ailabor.or.jp
　　　　　　　　　　/bunka/
　TEL （052）４８５-７１５４
　ＦＡＸ （052）５８３-０５８５

　働く人たちがその持てる能力を発揮し、仕事や職場で活躍するために心の健康管
理への取り組みが一層重要なものとなってきました。そのようななかで、今回の講
座は、メンタルヘルス予防のためのコミュニケーションの在り方や、メンタル不調者と
のコミュニケーションの在り方について学びます。

「春の労働相談ダイヤル」を実施

第21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～

　連合愛知は3月2日、名古屋・栄の
久屋大通公園 久屋広場において「す
べての労働者の処遇改善を追求し、
『働くことを軸とする安心社会』を実
現しよう」をスローガンに、「2013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
2013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、土肥会長をはじめと
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土肥会長
は、「円高の是正や株価の上昇が進

み、景気回復に動きが見られ企業収
益が回復しつつある企業がある一
方、依然として経営環境が厳しい企
業も多く、今春闘に対する厳しい姿勢
は変わっていない。非正規雇用の労
働者の割合は35%を超え、年収200
万以下の人が1,100万人を超えてい
る。これらの状況を打破すべく、人へ
の投資を実行し企業の生産活動の原
動力を生み出す要求
で「傷んだ雇用・労働
条件」の復元を図り、
デフレ社会からの脱
却を実現していく。連
合愛知52万人が組
織一丸となり、2013
春闘の勝利、さらに
は政策実現のために
も7月の参議院議員

選挙での完勝に向け、ともに頑張ろ
う」と熱意を込めて語りました。
　4人の代表が決意表明を行った後、
棚橋副会長が力強く読み上げた「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、佐藤副会長に
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、青
年委員会・女性委員会を先導役に、参
加者全員で「傷んだ雇用を復元する
ぞ!」「労働条件を改善するぞ!」など、
栄の街にはシュプレヒコールが響き
渡りました。

　連合の全国一斉労働相談ダイヤル
の実施に伴い、連合愛知は2月7日か
ら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
愛知の11の地域協議会を中心に、地
協役員が働く人々からの相談を受け
ました。
　初日となる2月7日は、愛知県下16
の駅頭で早朝街頭宣伝行動を実施し、
その後、新聞、ラジオ、テレビ、初の試
みとなる名鉄電車中吊り広告等を通
じて宣伝活動を実施しました。さらに、

夕刻には名古屋駅にて、連合古賀会
長をはじめ、国会議員や連合愛知事
務局で街頭宣伝行動を実施しました。
　今回のキャンペーンには
160件の相談が寄せられま
した。相談項目としては、雇
用契約等とセクハラ・パワハ
ラに関する相談が多く目立
ちました。連合愛知は、今後
も「労働相談ダイヤル」など
において、すべての労働者の
不安や悩みに応えるととも

に、組織化を含めて助言や支援を続
けていきます。

2013春季生活闘争1万人総決起集会を開催

愛知県共同募金会の岡谷会長（左）に目録を手渡す土肥会長

働く仲間からの相談を受ける労働相談ダイヤル担当者

1万人で埋め尽くされた久屋大通公園

　連合愛知は2月19日、愛知県社会
福祉会館において「連合愛知助け合
い運動カンパ金寄託式」を行いました。
　本年で21回目となる「連合愛知助
け合い運動」は、連合愛知の組合員
52万人からカンパ金として集めた
33，970，336円を愛知県共同募金
会に寄託しました。冒頭のあいさつで
連合愛知土肥会長は、「この助け合い
運動は、連合の中で一番長い取り組
みとなる。今年は昨年より金額が減っ
てしまったが、街頭および組織内で取

り組んでいただいた組合員の3,400
万円弱もの善意を届けられることを
嬉しく思う。『継続は力なり』というが、
今後も連合愛知として社会貢献に寄
与できるような運動を継続していき
たい」旨を述べました。1992年に助
け合い運動が始まって以来、「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、825，393，498円にものぼります。
これらのカンパ金は、福祉施設の整

備や就職支度金支援など公的支援が
受けられない施設などの支援に役立
てられます。

尾張東支部
第30回 ボウリング大会
2013年2月7日　
参加：100名
場所：東名ボール

尾張北支部
退職準備セミナー（小牧）
2013年1月19日
参加：80名
場所：小牧勤労センター

退職準備セミナー（春日井）
2013年1月26日
参加：114名　
場所：春日井グリーンパレス

書記・実務担当者研修会
2013年1月29日
参加：50名　
場所：ヒルトン
　　　名古屋

西三河支部
退職準備セミナー
2013年1月27日　
参加：75名
場所：安城市民会館

豊田支部
確定申告研修会
2013年2月6日～8日　
参加：209名
場所：豊田産業文化センター

知多支部
第28回 文化講演会
　　　　　　　講師：林家花丸
2013年1月26日　
参加：153名
場所：半田市アイプラザ半田

第8回 退職準備セミナー
　　　　　　　　　（東海）
2013年2月16日
参加：47名　
場所：東海市立商工センター

第8回 退職準備セミナー　
　　　　　　　　　（半田）
2013年2月23日
参加：49名　
場所：住吉福祉文化会館

岡崎・額田支部
退職準備セミナー
2013年1月19日
参加：116名　
場所：岡崎市
　　 勤労文化
　　　センター

幸田町町長懇談会（要請活動）
2013年2月6日
場所：幸田町役場

岡崎市長懇談会（要請活動）
2013年2月6日
場所：岡崎市役所
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東海ろうきんのマネー講座 3

2211B077

①火災保険（共済）だけでは
　地震災害への備えが
　十分ではありません。

　一般的に、火災保険（共済）では地
震による住宅災害の保障が十分で
はありません。保障がないものや、見
舞金程度のものもありますので、ご
自身が契約している保険（共済）の
保障内容を確認しましょう。

②地震保険（共済※）に加入しましょう。

　地震災害に備えるには、地震保険（共済）が
あります。この地震保険（共済）は火災保険
（共済）とのセット加入が条件になっています。
また、保障額が火災保険（共済）の契約金額の
30%～50%となり、さらに上限額もあります
ので、現在ご加入の保険会社（共済）に確認し
ながらご加入する必要があります。

③個人でできる防災（減災）対策も
　大切です。
　予測できない地震には被害を最小限
にとどめる準備が必要です。
　たとえば、背の高い家具には家具転倒
防止用具を備えたり、本棚や食器棚の飛
び出し防止などの工夫をすることで、防
災（減災）をすることができます。

◆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・年末年始は除く）

風水害等給付金付火災共済・自然災害共済

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 ※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

この頁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。

●「住まいと暮らしの防災保障点検運動」実施中 ! !  ●

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
に応じて下記のとおりお願いしています。●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）

●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。●

地震大国日本では、住宅災害に至らない軽微なものも含めて、頻繁に地震が発生しています。
今回は、「地震災害に対応した住宅保障を備える」ことをテーマにして情報を提供します。

の 住宅保障講座

「地震に備える住宅保障を考えよう!」

（愛知県労働者共済生活協同組合）全労済愛知県本部

あなたがご契約されている住宅保障の内容を確認し、
　　　　　　　地震災害に備えた保障を準備しましょう

※全労済の場合は「自然災害共済」

■ 地震災害データ【被害】 ■ ■ 東海地震と東南海、南海地震の発生 ■

・半壊……… 5棟
・一部破損… 7,913棟

平成19年1月政府地震調査委員会試算より

●静岡沖地震
　（2009年8月11日）

　過去に、おおむね100～150年の間隔で発生しており、
今世紀前半での発生が懸念されています。
　なお、東南海と南海地震には強い関連があり、過去には
同時発生の例と、約30時間から2年の間を置いて起きた
時間差型の例があります。30年以内の発生確率は、東南
海地震60～70%、南海地震50%です。6.5

マグニ
チュード

・全壊………  1,331棟
・半壊………  5,708棟
・一部破損…36,679棟

●新潟県中越沖地震
　（2007年7月16日）

6.8
マグニ
チュード

東海地震

東南海地震

南海地震

各地震の想定震源域

消防庁HPより「平成23年11月15日現在」

・全壊………120,248棟
・半壊………189,778棟
・一部破損…616,055棟

●東日本大震災（2011年3月11日）

9.0
マグニ
チュード

●「取りに行く」は、ただの脅し

●決してあわてず、次の手順で

メールの架空請求メールの架空請求メールの架空請求
　「家や学校、勤務先に取り立てに行く」と言われたら誰でも不安になるし、
出会い系やアダルトサイトの請求の場合、相談するのは恥ずかしいと思いが
ちです。でも、それが悪質業者の狙いなのです。不安をあおるように、弁護士
名や法律事務所、債権回収センター、法律名なども書かれていますが、すべて
デタラメ。入手しやすい名簿や一斉メールで、アトランダムに送りつけている
だけなので、「取りに行く」といって取りに来たためしはありません。
　落ち着いて、冷静に対応しましょう。

●「裁判所からの書類」には注意を
　無視できない架空請求が登場しています。業者が「支払督促制度（債権者からの
一方的な申し立てに基づき、簡易裁判所が債務者に督促状を送る制度）」や、「小額
訴訟（60万円以下の金銭トラブルを早く解決するための制度）」を悪用した場合で
す。これらは2週間以内に異議を申し立てないと支払い義務が生じてしまいます。
　裁判所からの通知は、必ず書留めで郵便局員から直接本人に手渡しされます。は
がきや普通郵便で来るのはニセモノです。問い合せる場合でも記載された電話番
号を信じてはいけません。迷ったり、少しでも不安に思ったら、国民生活センター、
消費生活センター、弁護士などに相談してください。まず相談です!

①心当たりがなければ支払わない
　一切支払う必要はありません。たとえ心当たりがあっても、まず消費生活
センターに相談してから。
②相手に連絡しない、クリックしない
　電話やメールで問い合わせたくなりますが、それはワナです。相手はアトラ
ンダムに送りつけているだけで、あなたを特定しているわけではありません。
連絡すると逆に個人情報を相手に教えることになり、脅迫的な取り立て
が始まります。家族が勝手に教えたりしないよう、これは「架空請求」だ
ということを知らせておくことも大切です。
③最寄りの消費生活センターへ
　利用したかどうかハッキリしない、どうも不安だ…そんな時は、最寄りの消費
生活センターへ相談を。架空請求の事例や、アドバイスが受けられます。
④証拠は保管
　督促メールやはがきなど、証拠は保管しておきましょう。
⑤悪質な場合は警察に相談
　請求がしつこかったり、早朝・深夜など、非常識な時間帯に何度も電話が
かかってくるようなら犯罪です。警察に届け出ましょう。

こんな手口、あんな手口

架空請求・不当請求は無視!架空請求・不当請求は無視!
　ある日突然、はがきやメールなどで身に覚えのない入会金や、使用料を払えと
言ってくる「架空請求」「不当請求」が横行しています。
　「勤務先を調査、給料の差押え」「取りに行く」などと不安をあおりますが、
いちばんいいのは無視すること。
　ただし最近では、無視できない悪質な架空請求も登場しているので、不安な
場合は消費生活センターなどに相談してみましょう。

本当の請求書か
よく確認しましょう
本当の請求書か
よく確認しましょう
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東海ろうきんのマネー講座 3

2211B077

①火災保険（共済）だけでは
　地震災害への備えが
　十分ではありません。

　一般的に、火災保険（共済）では地
震による住宅災害の保障が十分で
はありません。保障がないものや、見
舞金程度のものもありますので、ご
自身が契約している保険（共済）の
保障内容を確認しましょう。

②地震保険（共済※）に加入しましょう。

　地震災害に備えるには、地震保険（共済）が
あります。この地震保険（共済）は火災保険
（共済）とのセット加入が条件になっています。
また、保障額が火災保険（共済）の契約金額の
30%～50%となり、さらに上限額もあります
ので、現在ご加入の保険会社（共済）に確認し
ながらご加入する必要があります。

③個人でできる防災（減災）対策も
　大切です。
　予測できない地震には被害を最小限
にとどめる準備が必要です。
　たとえば、背の高い家具には家具転倒
防止用具を備えたり、本棚や食器棚の飛
び出し防止などの工夫をすることで、防
災（減災）をすることができます。

◆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・年末年始は除く）

風水害等給付金付火災共済・自然災害共済

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 ※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

この頁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。

●「住まいと暮らしの防災保障点検運動」実施中 ! !  ●

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
に応じて下記のとおりお願いしています。●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）

●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。●

地震大国日本では、住宅災害に至らない軽微なものも含めて、頻繁に地震が発生しています。
今回は、「地震災害に対応した住宅保障を備える」ことをテーマにして情報を提供します。

の 住宅保障講座

「地震に備える住宅保障を考えよう!」

（愛知県労働者共済生活協同組合）全労済愛知県本部

あなたがご契約されている住宅保障の内容を確認し、
　　　　　　　地震災害に備えた保障を準備しましょう

※全労済の場合は「自然災害共済」

■ 地震災害データ【被害】 ■ ■ 東海地震と東南海、南海地震の発生 ■

・半壊……… 5棟
・一部破損… 7,913棟

平成19年1月政府地震調査委員会試算より

●静岡沖地震
　（2009年8月11日）

　過去に、おおむね100～150年の間隔で発生しており、
今世紀前半での発生が懸念されています。
　なお、東南海と南海地震には強い関連があり、過去には
同時発生の例と、約30時間から2年の間を置いて起きた
時間差型の例があります。30年以内の発生確率は、東南
海地震60～70%、南海地震50%です。6.5

マグニ
チュード

・全壊………  1,331棟
・半壊………  5,708棟
・一部破損…36,679棟

●新潟県中越沖地震
　（2007年7月16日）

6.8
マグニ
チュード

東海地震

東南海地震

南海地震

各地震の想定震源域

消防庁HPより「平成23年11月15日現在」

・全壊………120,248棟
・半壊………189,778棟
・一部破損…616,055棟

●東日本大震災（2011年3月11日）

9.0
マグニ
チュード

●「取りに行く」は、ただの脅し

●決してあわてず、次の手順で

メールの架空請求メールの架空請求メールの架空請求
　「家や学校、勤務先に取り立てに行く」と言われたら誰でも不安になるし、
出会い系やアダルトサイトの請求の場合、相談するのは恥ずかしいと思いが
ちです。でも、それが悪質業者の狙いなのです。不安をあおるように、弁護士
名や法律事務所、債権回収センター、法律名なども書かれていますが、すべて
デタラメ。入手しやすい名簿や一斉メールで、アトランダムに送りつけている
だけなので、「取りに行く」といって取りに来たためしはありません。
　落ち着いて、冷静に対応しましょう。

●「裁判所からの書類」には注意を
　無視できない架空請求が登場しています。業者が「支払督促制度（債権者からの
一方的な申し立てに基づき、簡易裁判所が債務者に督促状を送る制度）」や、「小額
訴訟（60万円以下の金銭トラブルを早く解決するための制度）」を悪用した場合で
す。これらは2週間以内に異議を申し立てないと支払い義務が生じてしまいます。
　裁判所からの通知は、必ず書留めで郵便局員から直接本人に手渡しされます。は
がきや普通郵便で来るのはニセモノです。問い合せる場合でも記載された電話番
号を信じてはいけません。迷ったり、少しでも不安に思ったら、国民生活センター、
消費生活センター、弁護士などに相談してください。まず相談です!

①心当たりがなければ支払わない
　一切支払う必要はありません。たとえ心当たりがあっても、まず消費生活
センターに相談してから。
②相手に連絡しない、クリックしない
　電話やメールで問い合わせたくなりますが、それはワナです。相手はアトラ
ンダムに送りつけているだけで、あなたを特定しているわけではありません。
連絡すると逆に個人情報を相手に教えることになり、脅迫的な取り立て
が始まります。家族が勝手に教えたりしないよう、これは「架空請求」だ
ということを知らせておくことも大切です。
③最寄りの消費生活センターへ
　利用したかどうかハッキリしない、どうも不安だ…そんな時は、最寄りの消費
生活センターへ相談を。架空請求の事例や、アドバイスが受けられます。
④証拠は保管
　督促メールやはがきなど、証拠は保管しておきましょう。
⑤悪質な場合は警察に相談
　請求がしつこかったり、早朝・深夜など、非常識な時間帯に何度も電話が
かかってくるようなら犯罪です。警察に届け出ましょう。

こんな手口、あんな手口

架空請求・不当請求は無視!架空請求・不当請求は無視!
　ある日突然、はがきやメールなどで身に覚えのない入会金や、使用料を払えと
言ってくる「架空請求」「不当請求」が横行しています。
　「勤務先を調査、給料の差押え」「取りに行く」などと不安をあおりますが、
いちばんいいのは無視すること。
　ただし最近では、無視できない悪質な架空請求も登場しているので、不安な
場合は消費生活センターなどに相談してみましょう。

本当の請求書か
よく確認しましょう
本当の請求書か
よく確認しましょう
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◎ あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート ◎
(財)愛知県労働者福祉基金協会

TEL：052－684－2311
FAX：052－684－0311

◎平日　　　　 9：00～17：00
◎土・日・祝日　10：00～17：00

営業
時間

http://www.heartful.or.jp/

この町内の
耐震診断をしています
無料ですよ

水道局のほうから
水質検査に来ました

無料で点検して
売りつける 点検商法点検商法 役所だと

思わせて売るかたり商法かたり商法

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…

ホームページ事業主体〈売主〉 宅建免許番号 愛知県知事（23）2662号
　　　　　　　  （社）愛知県宅地建物取引業協会会員・東海不動産公正取引協議会加盟

住宅情報住宅情報 「え? そんなことは身近で起こっていない」と思われていませんか?!「え? そんなことは身近で起こっていない」と思われていませんか?!

ふれあいの街、志賀ニュータウン。

●名鉄バス「宝来町」停から、徒歩約2分
●建築条件付宅地分譲　●総区画数（販売区画数）/3区画
●道路幅員/幅員6m　●建ぺい率/60%　●容積率/100%
●用途地域/第1種低層住居専用地域
●都市計画法/都市計画区域/市街化区域

申込受付 3/30土 4/7日

ご参考プラン　7・8号地

敷地面積（m2）

182.14m2（55.09坪）

区画

7号地

販売価格

1,596.0万円
185.80m2（56.20坪）8号地 1,629.0万円
183.11m2（55.39坪）9号地 1,606.0万円

トヨタすまいるライフ（7・8号地）、積水ハウス（9号地）

※面積は予定で、変更する場合があります。

■面積・価格表

　「無料の点検です」「役所から来ました」「ガス会社から
チェックに…」「電力会社から…」などと、まるで役所関係
から来た人間のように装い、訪問してきます。そして、
言葉巧みなセールストークで、消費者の不安をあおぎ、
契約させてしまうというケースが増えています。
　まずは、落ち着いてよく考え、その場ですぐ契約をしな
いよう、気をつけましょう。

お年寄りを狙う
悪質商法が増えています!!
お年寄りを狙う
悪質商法が増えています!!

◆屋根工事セールストーク
◆屋根裏・小屋裏工事セールストーク
◆シロアリ対策セールストーク
◆床下工事セールストーク

悪質なリフォーム工事の代表例

被害にあわないために!!

「何かおかしいので、床下や小屋裏を調べます」「カビ
が生えている」「腐っている」などと言って消費者の心
配をあおり、契約させてしまうケース。

●見知らぬ訪問者には注意し、家に入れない。
●その場で契約したり、お金を渡さず、
　　　　　　　　　落ち着いてよく考える。
●家族や友人など、信頼できる人に相談する。
断り切れず契約してしまったら、契約8日以内で
あればクーリングオフができます。
相談は無料です。

豊田市志賀町
香九礼1-525 他（3区画）アイルタウン豊田志賀

このままでは危険です
契約書に
すぐサインを!!　　

まぁ大変!

■受付時間/10:00～16:00
　お申し込みが多数の場合は抽選となります。
■抽選日/4月8日（月）　AM10:00～

ひとりで抱え込まずまず相談してください!

9号地

悪質な訪問販売に注意!悪質な訪問販売に注意!悪質な訪問販売に注意!悪質な訪問販売に注意!
現実にあなたの身近で起こっています!現実にあなたの身近で起こっています!

便利に、タイムリーに！

OPENOPEN 4月1日
からします!!

ハートフルセンターホームペ
ージに

ハートフルぐるめが
ハートフルセンターに新しいホームページ、飲食情報専門の
「ハートフルぐるめ」を開設。 おトクで便利な使い方をご案内します！
ハートフルカード＆ガイドブックも、どうぞよろしく！

「ハートフルぐるめ」は
地元最強の情報通

「ガイドブック」を
使いこなせばさらに便利

　最大20％割引や、多くの特典、優良店の
リストアップなど、多種多彩な飲食店情報
は、これまでガイドブックのみでのご案内で
したが、新たに「ハートフルぐるめ」が加わ
り、情報提供がさらに充実しました。
　地元、東海4県のお店やおトク情報を徹
底網羅。さらにPC（パソコン）やスマートフォ
ン、タブレット端末からも情報検索できるよ
うになり、タイムリーなお店情報やサービス
内容、アクセスや席数など、詳細な情報を
その場ですぐに知ることができるようにな
りました。

　飲食店情報はエリア別にわかりやすく整
理され、特典内容を大きく記載。さらに飲食
店以外の情報も豊富になりました。ブライ
ダル関連の特典、ゴルフ場予約と特典案
内、テーマパークやリゾートライフの提携施
設案内のほか、美容やエステ、自動車修理・
車検、カラオケなどの推奨店情報などが満
載です。
　この機会に全ページをじっくりご覧頂き、
あなた自身やご家族にとってのおトクや便
利を探してみてはいかがでしょうか。

Fresh!!
ハートフルセンターの生活　　     情報ハートフルセンターの生活　　     情報お得お得 2

いつでも、
どこでも、
スピード検索
OK!!

約1,200の
飲食店情報を
その場で検索
できる!!

パソコン、
スマートフォン、
タブレット端末
に対応!!

●ハートフルセンターHP＜トップページ＞

●ハートフルぐるめ＜トップページ＞

クリックで
推奨店舗の
詳細を確認!

2013年度 ハートフルカ
ード

カード会員
募集中!!

「ハートフルぐるめ」、

「ガイドブック」に掲載店舗
の

割引特典を受けるには

ハートフルカード会員になる
必要があります!!

カテゴリー別に！

エリア別に！

ハートフルカード会員の方は500円OFF

検索機能で
お店を探すのが
とても便利に！

検索機能で
お店を探すのが
とても便利に！

ハートフル　　　パーテ
ィー出会い

先着順です!!

●会場／キャッスルプラザ
●参加条件／
　　男性（独身）30～40歳くらい
　　 （尾張西地区の
　　　　　労働組合加入企業勤務の方）

　　女性（独身）27～40歳くらい
●募集人数／男性・女性…各20名
●会費／男性6,000円　女性4,000円

※男性については上記組合員の方が
　既に決定しておりますので募集しておりません。

のパーティー5月 2013年5月25日土

のパーティー6月 2013年6月2日日
●会場／名古屋クレストンホテル
●参加条件／
　　男性（独身）28～40歳
　　 （労働組合加入企業勤務の方）
　　女性（独身）28～40歳
●募集人数／男性・女性…各15名
●会費／男性6,000円　女性4,000円

ご家族で使える!!

飲食店最大20％割引や旅行割引、
健康・介護相談無料など7つのメリット!!

2013年度 ハートフルガ
イド
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◎ あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート ◎
(財)愛知県労働者福祉基金協会

TEL：052－684－2311
FAX：052－684－0311

◎平日　　　　 9：00～17：00
◎土・日・祝日　10：00～17：00

営業
時間

http://www.heartful.or.jp/
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水道局のほうから
水質検査に来ました
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悪質なリフォーム工事の代表例

被害にあわないために!!

「何かおかしいので、床下や小屋裏を調べます」「カビ
が生えている」「腐っている」などと言って消費者の心
配をあおり、契約させてしまうケース。

●見知らぬ訪問者には注意し、家に入れない。
●その場で契約したり、お金を渡さず、
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　　男性（独身）30～40歳くらい
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※男性については上記組合員の方が
　既に決定しておりますので募集しておりません。
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●会場／名古屋クレストンホテル
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同じ“ヒト”への思いから拡がる身近な「国際協力」

名古屋NGOセンターは、中部圏のNGOを支援するネットワークNGO。市民による
国際協力を推進し、政府に対してはあるべき国際協力の姿を提言する市民社会と
政府をつなぐ中間支援組織だ。1988年に「なごや第三世界交流センター」として発
足し、1995年に現名称へと変わり加盟13団体に。2000年に特定非営利活動法人
となり、今では加盟NGO50団体とともに活動している。

特定非営利活動法人
名古屋NGOセンター

●社会的に認知されてきたNGO
　一般にNGOは、市民の立場から、国益
や私的営利よりも地球益を優先し、貧困層
や社会的弱者の側に立った国際協力をす
すめる市民セクターを指す。
　1980年頃は「国際化」がキーワード。当
時の鈴木愛知県知事の選挙公約の一つ
でもあった。NGO活動もその頃から活発
になり、国際的な格差や貧困問題に対して、
途上国の人たちの生活改善や自立支援を
する草の根活動が、自分たちの関心や出
会い、力量に応じて、進められている。その
活動領域は、教育、保健・医療、環境、人権、
平和、むらづくり、人づくりなど多岐にわた
る。行き過ぎた経済開発や環境破壊に対
し、国際連帯して流れを変える力を発揮し
たこともある。国際理解教育や開発教育、
政策提言も重要な活動だ。
　しかし、50ものNGOを側面支援するの
は、大変なのでは？ 事務局の田口裕晃さ
んに聞いてみた。
●ステファニ憲章を核として
　「NGOの思想が記された、ひとつの憲
章があります。2001年に組織された『ミッ
ション委員会』で作られたもので、これは
中部圏の市民活動を支えてきた初代理事
長ステファニ・レナト神父（故人）にちなみ、
『ステファニ憲章』と呼ばれるものです。」

そこには、NGOが目指すべき社会像、果た
すべき役割、環境への配慮、人権への配慮
などが記されている。「NGO活動は、個人
の思いの発露として自主的・主体的に行わ
れます。その思いの原点として、当憲章に
賛同することが加盟NGOの要件にもなっ
ているんですよ」。
●国際協力は対等な関係から
　「何かをしてあげること、哀れな人たちに
恵んであげること、余裕がある時だけして
あげることでは、本当の自立にはつながり
ません」。同センターの副理事長、山崎眞
由美さんは、草の根の活動をする人たちと
対等な関係を築くことが重要だと語る。自
分たちで考え、行動して力をつけていき、状
況を変えていくことができるように、支援す
る。そのための機会の提供や環境を整え
ることがNGOには望まれる。それには、各
国の事情や文化・価値観の違いも深く理
解した上で進めていかなければならない。
●現場を知る「国際人」育成を目指す
　今、活動で力を入れているのは国際協
力に関心を持ち、活動に参加し、支援する
仲間を増やすこと。◎途上国に出向き、
NGOの活動現場で学ぶ「NGOスタディツ
アー合同説明会」、◎国際協力の入門講
座である「国際協力カレッジ」、◎未来の
NGOスタッフを育成する「Nたま」（NGO

のたまごの愛称）。一NGO組織単体では
できないような「NGOを支えるNGO」だか
らこそできるということを意識してそれぞ
れの事業を実施している。
　こうした活動からNGOのグローバルな
視野がさらに開かれるはず。やがては「国
境」の意味も大きく変わり、地球家族の同
胞どうしが手を結びあう日もやって来るこ
とだろう。

シリーズNPO No.5

東海ろうきんの 
「NPO寄付システム」が応援する

ネットワークNGOです 

■〒460-0004
　　名古屋市中区新栄町2丁目3番地 
　　YWCAビル7F
　●TEL＆FAX 　（052）228-8109
　●MAIL（代表） info@nangoc.org
　●HP    　　　http：//www.nangoc.org
【維持会員・寄付のおねがい】
●学生会員：一口3,000円（年間）
●個人会員：一口5,000円（年間） 
●団体会員（法人など）：一口30,000円（年間）

《会員費・寄付のお申込み方法》
◎郵便振込にて
　口座番号 ： 00860-5-90855
　加 入 者 ： 特定非営利活動法人 
　　　　　　　　名古屋NGOセンター宛
　※振込用紙通信欄に「会員希望」または 
　　「寄付」とご記入ください。 
　※入金確認後、領収書などを送ります。 

「名古屋NGOセンター」は東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が応援する支援認定
NPO団体です。月々100円からの寄付口座振
替から始めるNPO支援で、あなたも地域貢献
してみませんか。

特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター

「スタディツアー」はおすすめ
の企画で「現地のありのままの

状況に触れられます」と副理事長の山崎
眞由美さん（右）。三重から東京に向かう途中、
立ち寄られた国際協力NGOセンターの松尾
さん（左から二人目）とスタッフの皆さん。

名古屋NGOセンターが実施する研修の一こま。ワークショップを通じて皆でアイデア出しや意見交換を行っている。

●NGOスタディツアー合同説明会●
＊日時：2013年6月1日（土）14：00～17：00
＊会場：YWCA2F ビッグスペースセミナールーム 
＊定員：50名（先着順） 
＊参加費：500円（名古屋NGOセンター 
　　　　　　　　　個人会員の方は無料） 
＊申込：下記連絡先にメールもしくは電話にて。 

（上）壁に掲げてある「ステファニ憲章」を説明
される田口さん。
（右）国際協力の現場で学ぶ「NGOスタッフに
なりたい人のためのコミュニティカレッジ（Nた
ま）」海外研修。参加者の多くが加盟NGO50
団体のいずれかで活躍するようになる。

愛知県福祉事業団体情報誌
 No.172

Spring●2013

株式会社安城スタイル（愛知県安城市）株式会社安城スタイル（愛知県安城市）
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