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紅葉の季節だけじゃない
ふだんの足助ならではの魅力を
もっと打ち出していきたい。

豊田市足助町・足助商工会
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商店街の方から“動く”という発想
足助町はもみじの季節には賑わうもの

の、ふだんは静かで落ち着いた佇まいだ。
その足助町で、今新たに取り組んで

いることがあるという。商工会の事務局
長、柴田栄さんにさっそく聞いてみた。
「今まで買い物に来てもらっていた商

店街が、地域の住民のところに出向いて
生活の支援をする。そんな仕組みが実現
しつつあります」とのこと。

商店街の繁盛を目指す“商店街づくり”
のケースはよくある。それに対し、ここ
では、足助に暮らす地域住民のための“町
づくり”の構想が練られているという。
「10月から巡回移動販売サービスが始

まります。これは地域の商店が共同して
15年ほど前に作ったスーパー『パレッ
ト』の協力で実現するもの。2人乗りの
軽トラック2台に、1台は生鮮品を含む食
料品、もう1台には日用雑貨を積んで週
5日、山間のお年寄り家庭などをルート
と日程を決めてまわるしくみです」。

それだけではない。販売員兼運転手
各1人の2人体制＋これに、医療・看護
の担当者が月1・2回は同行する。さら

に、2人の販売員のうち1人を商店街か
ら出す。
「1日に10カ所ほどまわります。利益

は全く期待しません。でも、商店街の
お店はおかみさん1人に任せて、暇？な
旦那さんが動けば営業活動にもなりま
す。また、そこから地域の絆も深まる
でしょう」。
“買い物難民救済”と“訪問医療”と“商

店街活性化”の一石三鳥というわけだ。
名づけて「おいでん便」。それは、“商

売繁盛”の価値から“豊かさと安心”の
価値への転換を意味するものだ。これに
は「自立型買い物支援事業」として経済
産業省の補正予算もつく。

通年での普段の生活文化観光を
さらに、「町づくりの柱として、もうひ

とつ、私たちは平成23年6月に選定され
た『重伝建』（重要伝統的建造物群保存
地区）によるまちづくりを考えています」
と柴田さん。

通りを歩いてみると、漆喰の土蔵や昔
ながらの大きな商家が目につく。しかし、
重伝建の選定については足助ならではの

悩みがあるそうだ。
「修理・保存には国から補助が出るの

は助かるのですが、それには厳格な基準
が決められているんですよ。

ところが、足助は、妻籠や馬籠などと
違って、栄枯盛衰のたびに形を変えて来
ました。だから江戸・明治・大正・昭和
初期と多様な様式が混在しています。そ
こが足助ならではの持ち味なんですけ
ど」。

アンケートなどによれば重伝建による
まちづくりには、実に90％以上の住民
が賛成。

しかし、話が進むうち‥
「ちょっと違うんじゃないのと。なる

ほど、言われるように一定基準で進めて
いくと、まるで映画のセットになってし
まうんです。

それでは困る。私たちは、この時代様
式の混在した家の生活感を守りながら、
観光で来られる方にも、ヨソユキでない
生活文化に触れて欲しいんです。」‥と
いうわけで、現在、重伝建の細目につい
て慎重に交渉中。調整には4・5年かか
るそうだ。

柴田栄さんは足助のキーパーソン。
商工会職員は5人なので忙しい。

「足助まいど商店」の鈴木彰子さん。古民家を再生して地域
の作家さんの品々を扱うこのお店にはぜひ立ち寄りたい。

たんころりんの会会長の河合康男さん。
たんころりんは今年3月六本木にも遠征。

たんころりんが飾られると
路地は独特の雰囲気。

かつては、三州街道（塩の道）「足助宿」として大いに栄えた足助町。その町並みをなす中馬街道は、戦後すぐの材木景気
で1950年頃に絶頂期を迎え、その後、2005年には豊田市に編入となった。今回訪れた足助の商店街への目印は、巴橋を
渡ってすぐの常夜灯。ここから右へ行けば「香嵐渓・もみじのトンネル」。左へ歩き出せば「中馬街道足助の町並み」へと
向かう。今、足助の町は秋の行楽だけが魅力ではない。新しい住民サービスと生活文化の充実を図り、ふだんの集客と居
住者増を目指す。そんな足助商店街の町並みを、紅葉のピークをちょっと外して“常夜灯の左”へとたどってみよう。

シリーズ・愛知の商店街シリーズ・愛知の商店街 7

“江戸から昭和までの時代”と

“四季のうつり変わり”を

感じる町の創造

豊田市足助町・足助商工会
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とんでもない豪商が何人もいた
重伝建の旧家はどれも大きなもの

ばかり、かなりな豪商ぶりをうかが
わせる。
「昭和初期まで足助は物資の中継点

でしたからね。当時、足助の芸者さ
んの置き屋を巡り、1ヶ月自宅に帰ら
なかった人もいて、その人は足助に
別荘も建てました。

それから、その時代まで、小出家
の当主の誕生日には家の裏の足助川
を堰き止めて屋形船を浮かべ、3日間
芸者さんをあげてのどんちゃん騒ぎ
が恒例でした。

大きな重伝建のいくつかは市が譲
り受けて管理しています。毎年、豊
田市の文化財課が1億・2億かけて改
修を進めますが、最終的には10億を
超えるでしょう。」

明治時代には長者番付の常連が何
人も足助にいたというから驚きだ。

通年型の長期集客策へのシフトを
エピソードに事欠かない「重伝建

の町づくり」は、焦らずじっくり腰
を据えて取り組むにしても、「香嵐渓」
だのみでは、商店街の経常的な売上

には結びつかない。
「商店街のコンセプトを『江戸から

昭和、四季が感じられる商店街づく
り』としました。スポット集客以上
に通年型のリピーター動員を目指し
ます」と柴田さん。

具体的な方策では‥
●農家の獣害対策を活用した「イノ

シシ肉の足助ブランド化」：地元猟
友会と提携し、26年度には解体処
理施設実現を目指す。

●「足助おかみさん会」：古い建物な
どのガイドや歴史解説などを来訪
者にできるよう勉強会を実施。

●空き店舗・古民家再生・宅地開発
による若い世代家族の定着誘致。

●景観重視のための電線の地中化工事。
その他、「中馬のおひなさん」や「た

んころりん」など、比較的長期にわ
たるもので、地域住民みんなで参加
できる恒例の催事も地域の文化とし
て根付きつつある。

催事日程では“四季折々”の多彩
な内容でほぼ1年が埋まる。その意味
では毎月出かけて文字通り「町と四
季を感じる」ことが足助の魅力の真
髄と言えそうだ。

かゑで本舗加東家の３代目加藤泰幸さん。先代は右側
の和菓子を、泰幸さんは左の洋菓子を作る。

足助商店街のシンボル的存在の「マンリン書店」。そのすぐ
右側にはポスターでお馴染みのマンリン小路の坂がある。

足助最大の敷地面積を誇る旧鈴木家住宅（紙屋）の裏。
巴川側広場。時代時代で拡大していった豪商の大邸宅。

もと旅籠だった三嶋屋。その前身は呉服屋。
格子に往時がしのばれる。今は営業していない。

NPO 法人「体育とスポーツの図書館」は意外な穴場。理事長
の成瀬徹さんが手にするのは世界最古のスポーツ手引書。

味わいのあるマンリン小路。
左には書店のカフェがある。

「マンリン書店」の店内。独特の品揃えと
店内の雰囲気に遠くから来るファンも。

マンリン書店のさらに奥にある「蔵の中ギャラリー」
とオーナーの深見壽美子さん。
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足助まつりの山車。出役棚で若衆が踊る。

 1月7日  足助八幡宮七草粥 
 2月下旬～3月上旬  中馬のおひなさん 
 4月上旬  足助春まつり （足助神社祭礼）

旧町内から7つの花車・女の子の祭
 5月上旬  あすけルネッサンス 

巴川の渓流釣り・新緑茶会等
 6月夏至近く  たんころりんの夕べ 
 8月第1日曜  巴川鮎まつり 
 8月上旬～15日  足助夏まつり 
たんころりんの夕涼み・万灯まつり・灯籠流し・花火大会
 8月10日・15日  綾渡の夜念仏と盆踊  

（国指定重要無形民俗文化財）
 10月第2日曜とその前日  足助まつり 

（足助八幡宮祭礼）
旧町内から4台の山車・火繩銃の警固

 11月1日～12月上旬  香嵐渓もみじまつり 
もみじのライトアップ・和太鼓・お囃子等

※詳しい日程などは
☎ 0565-62-1272

　足助観光協会にご確認ください。
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地域福祉の向上と支部活動の強化を目指して
～15支部で定期総会が開催されます～

2013年度の支部定期総会が、9月
11日開催の西三河支部を皮切りに、
県下15支部で順次開催されます。

愛知労福協の基軸となる支部活動
の健全な運営と事業の推進において
は、福祉事業団体（労働金庫・全労済・
住宅生協・福祉基金協会）の活動支援
とともに、会員構成組織とそこで働
く勤労者の皆さんのご理解とご協力
が必要不可欠です。

今後とも全支部が一丸となり、地
域における福祉事業の推進に努めて
まいりますので、支部総会で改めて
その活動内容をご確認いただくなか
で、引き続きご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

● 2013年度支部定期総会開催予定表 ●
支部名 日　時 会　場

西 三 河 9月11日（水）　18時00分 全労済刈谷会館　　　
東 三 河 9月20日（金）　18時30分 ライフポート豊橋　
名 古 屋 南 9月26日（木）　18時00分 東海労金名古屋南支店
尾 張 西 9月27日（金）　18時30分 全労済一宮会館
名 古 屋 東 10月 3日（木）　18時00分 アビタン
岡崎・額田 10月 3日（木）　18時00分 岡崎市勤労文化センター
豊 田 10月 7日（月）　18時00分 カバハウス　
知 多 10月 8日（火）　18時30分 東海市立勤労センター
名 古 屋 北 10月 9日（水）　18時00分 三菱電機㈱爽明会館
名 古 屋 中 10月10日（木）　18時00分 東海労金本店
名古屋金山 10月10日（木）　18時00分 東海労金金山支店
名 古 屋 西 10月11日（金）　18時00分 名鉄会館
海 部 10月16日（水）　18時30分 津島市文化会館
尾 張 北 10月17日（木）　18時30分 小牧勤労センター　　　
尾 張 東 10月29日（火）　18時00分 尾張旭市東部市民センター

名古屋中支部 名古屋南支部名古屋北支部

尾張北支部 海部支部

尾張東支部 尾張西支部

第17回ボウリング大会
2013年7月29日　参加：51名
場所：スポルト名古屋

第28回福祉事業団体担当者・書記研修会
2013年6月20日　参加：59名
場所：ヒルトン名古屋・劇団四季

三事業団体全体研修
2013年7月9日　参加：50名
場所：三菱電機㈱爽明会館

はたらくものの
「体験教室」
2013年6月8日
参加：13名
場所： 小牧ふれあい

センター

メンタルヘルス
「心の安全研修会」
2013年6月29日
参加：19名
場所： 小牧勤労

センター

支部役員研修会
2013年7月28日
参加：25名
場所： サンパーク

犬山

第32回
ソフトボール大会
2013年8月3日
参加： 12チーム・

180名
場所：小牧村中運動場

友の会日帰り旅行
「メロン狩と
ランチバイキング」
2013年7月3日　
参加：71名　場所：伊良湖

文化講演会「ふれあい寄席」
2013年6月29日　
参加：420名
場所： 津島市生涯学習

センター

第30回役員・担当者書記研修会
2013年6月7日～8日　参加：29名
場所： 京都・滋賀方面

労済地域行事「チビッコ映画会」
2013年7月27日　
参加:301家族　1,076名
場所：一宮市民会館

福祉事業団体実務担当者・
書記研修会
2013年7月3日　
参加：32名　場所：京都

自治体福祉担当者・
支部役員懇談会
2013年8月21日　
参加：15名
場所：全労済一宮会館
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愛知労福協の労働福祉功労賞受賞
者で組織されています、「ブロンズの
会」の第32回総会が、7月1日（月）に
金山総合駅南のサイプレスガーデン
ホテルにおいて43名の会員が集い
盛会に開催されました。

冒頭、片桐会長よりご挨拶があり、
続いて来賓としてお招きした連合愛
知の土肥会長をはじめ、愛知労福協 

狗飼会長、東海労働金庫 飯田理事
長、全労済愛知県本部 岡山本部長、
愛知県住宅生協 綱木理事長、福祉基
金協会 佐藤理事長からご挨拶をい
ただきました。

その後、議案審議に入り、2012年
度の活動報告および2013年度の活
動方針案について提案が行われ全会
一致で承認されました。

また、5月の労福協総会で第36回
労働福祉功労賞を受賞されました神
野進氏と早川常義氏の2名の方が新
会員としてご紹介され、最後に、今年
米寿・喜寿を迎えられた6名の方に
記念品が贈呈されました。

なお、総会の前段の記念講演会に
は、同朋大学准教授の下山久之氏を
お招きし、「認知症の介護予防」を
テーマにご講演をいただきました。

名古屋金山支部名古屋西支部名古屋東支部

知多支部

岡崎・額田支部

西三河支部

東三河支部 豊田支部

担当者・書記研修旅行
2013年6月27日　参加：33名
場所：名古屋市内巡り

春季全体会議
2013年6月7日　参加：40名
場所：全日通労働会館

第15回海外ツアー
「マレーシア・シンガポール6日間」
2013年6月22日～27日　参加：55名
場所：マレーシア・シンガポール

実務担当者研修会
2013年6月14日
参加：41名　
場所：名古屋ヒルトンホテル

岩手労福協及び
被災地視察
2013年6月13日～15日
参加：19名　場所：岩手県

ブロンズの会「第32回総会」が開催されました。

◆ 2013年 ◆ 米寿会員
（大正15年生）

吉川 治夫 様
澤田 　寿 様
石川 義之 様

◆ 2013年 ◆ 喜寿会員
（昭和12年生）

三木 匠郎 様
渡邊 健治 様
森田 敏光 様

▲会長あいさつ ▲記念講演

▲シンガポール：マーライオン公園にて

第7回親子ボウリング大会
2013年7月7日　
参加：68名
場所：スポルト名古屋

他県視察
2013年6月20日～21日　
参加：11名　
場所：宮城県南三陸町・女川方面

ファミリー映画会
2013年7月6日　
参加：437名
場所：岡崎市民会館

他県視察
2013年7月30日　
参加：支部三役13名
場所： 神戸・賀川記念館

&人と防災未来センター

労済地域行事ファミリー映画会
2013年7月13日　
参加： 231家族・

868名
場所： 知多市勤労文化会館
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6月7日(金)　当日の予報は午後から雨が
予想されていましたが、幸い日中は晴天に恵
まれ暑さが感じられるくらいでした。9時の開
会式後、19支部・地区から95名が16ホールに
分かれて一斉にスタートしました。

会場は、一昨年まで行われていました常設
コースの、東海市「聚楽園グラウンドゴルフ
場」に会場を戻して開催されました。

結果は、団体の部が名古屋東支部友の会が
前年に続き連続の優勝、個人の部についても
名古屋東支部友の会の方が優勝となりまし
た。

ろうきん家族の集い「マンガ大会」
ろうきんマンガ大会は今年で第32回、会場

は名古屋市公会堂での開催でした。
開催日の7月28日（日）最高気温は34度と

暑い一日でしたが、入場者は昨年を170家族
（450人）上回る793家族（2,888人）の来場が
ありました。

暑さを避けるため、午前の部では予定30分
前の9時頃から入場受付を行い、2階席への階
段と分けて入口ロビーに行列して待っていた
だきましたが、午後の部では12時30分に入
場を早めたため行列はありませんでした。

映画「どらえもんのび太の秘密道具博物
館」と上映前の「歌とバルーンショー」も予定
通り行われ、多くの子供さんの声援を受けま
した。

名古屋ブロック

▲開会式 ▲熱心にプレイ中

▲個人優勝の加藤龍也さん（名古屋東）

第12回
グラウンドゴルフ大会を開催

▲団体優勝の名古屋東友の会チ－ム

▲会場前の風景

▲▼元気な子供たち（歌とバル－ンショ－）

▲子供さんへ記念品

● 申し込み･問い合わせ ●

〒450-0002

　名古屋市中村区名駅4-4-38

　公益財団法人 愛知県労働協会

　　事業課労働教育グループまで

　TEL （052）485-7154

第三十一回 愛知県勤労者美術展

●部門及び作品規格 ： 
　◎日本画：10号以上で額装または軸装（岩彩、顔彩、水墨）
　◎洋　画：10号以上で額装（油彩、アクリル、水彩、パステル、版画）
　◎書　道：半切以上で額装または軸装（漢字、かな、近代詩文、大字書、篆刻）
　◎写　真：A3以上で額装またはパネルの装丁
　　　　　　（組写真を除く。なおデジタル作品はノーマル処理にかぎる。）

～出品作品を募集します～
●会期：平成26年1月21日～平成26年1月26日
●会場：愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター8階)

●応募対象：県内の勤労者及び在住者
●出 品 料：2,500円（1点につき）
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連合愛知は、８月24 日（土）伏見
ライフプラザ（鯱城ホール）におい
て、「働くことを軸とする安心社会」
の実現にむけてのタウンミーティン
グを開催し構成組織、地域協議会、政
策推進議員、後援団体、一般市民から
505 名の参加がありました。昨年よ
り２回目の開催となる今回は、新学
卒者の３年以内の離職率の増加が懸
念されている事を受け、「若者が働き
続けるために！を考える」をテーマ
としています。

第１部では、タレント「パックン
マックン」が出演し、テーマに合わ
せたコントを披露、会場を盛り上げ
ました。また若年層組合員、大学生

とともに、事前に行った街頭インタ
ビューの模様を放映しながら、若者
の働くことへの思いをクイズ形式と
したトークディスカッションを行い
ました。第２部は、愛知労働局・新宅
局長、愛知県経営者協会・清水会長、
ＮＰＯ法人キャリアデザインフォー
ラム・犬塚代表理事、連合愛知・土肥

会長によるパネルディスカッション
で、現状の共有と早期離職の原因や
その背景を探りながら、今後の対応
など活発な意見が交わされました。

今年は、広島と長崎に原子爆弾が
投下されてから、68 回目の夏となり
ました。連合は、平和への意識喚起、
核兵器廃絶など恒久平和の実現を目
指し、広島と長崎において平和行動
を実施しました。連合愛知からは、宮
田副会長を団長とする19 名が「平

和行動 in 広島」に、また、板垣副会長
を団長とする17 名が「平和行動 in
長崎」に参加しました。

平和行動参加者は、８月５日の
「2013 平和広島大会」８月８日の
「2013 平和長崎大会」にそれぞれ出
席し、現地ボランティアの説明を受

けながら慰霊碑などを巡るピース
ウォークに参加しました。　　

また８月６日には広島で「広島市
原爆死没者慰霊式並びに平和祈念
式」が、９日には長崎で「長崎原爆犠
牲者慰霊平和祈念式典」が行われ、全
国の被爆者や遺族などとともに参列
ました。

参加者は、平和行動への参加を通
して、今も残る原爆の爪痕を再確認
し、現在も後遺症に苦しむ被爆者の
証言を聞き、戦禍によって亡くなら
れた方々の冥福を祈るとともに、恒
久平和の尊さを改めて実感しまし
た。

連合愛知は、 「ACTION PLAN 
AICHI-Ⅱ」に基づき、「労働運動を取
り巻く重要な課題の克服に挑戦し、
乗り越えることができる女性リー
ダー」の養成にむけ、2009 年より４
期にわたり講座を実施しています。
今回は2012 年度終了生12 名の成
果発表会を行い、昨年から女性の仲
間を増やすため取り組んできた成果
について発表しました。また、過去の
終了生を対象としたフォローアッ

プセミナーで
は、株式会社
Y’s オーダー 
藤野講師から

「固定概念的
な枠を取り払
い、様々なイ
ベントを機会に変えて、自分らしい
リーダーに育ってほしい」、蓮舫参議
院議員からは「女性も積極的に社会
に出て活躍してほしい」とエールを

送っていただき、それぞれがリー
ダーとして頑張っていく意識付けと
なりました。

若者が働き続けるために！を考える
～連合愛知タウンミーティング Vol. Ⅱを開催～

核兵器のない平和な世界を！
～ 2013 連合平和行動 in 広島、in 長崎に参加～

女性リーダーの活躍を願って
～女性リーダー養成講座 2012 成果発表会・フォローアップセミナー～

▲広島の平和行動に参加したみなさん

▲藤野講師による講演

▲長崎の平和行動に参加したみなさん

▲トークディスカッション

▲パックンマックンの爆笑トーク ▲パネルディスカッション

▲蓮舫参議院議員と
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東海ろうきんのマネー講座 5

●クレジットの仕組み、知ってる？ リボカード
月１万円ポッキリ!?　いまやクレジットカードの発行枚数は約３億

2200万枚（’11年／日本クレジット協会調べ）。成
人ひとりが３枚持ってる計算です。
　クレジット契約は、消費者（クレジット会員）と加
盟店、クレジット（信販）会社の三者契約です（右図
参照）。会員は、代金後払いで買物やサービスを受
けることができ、キャッシングでお金を借りること
もできます。
　クレジットカードは「信用」とひきかえに便利さを
享受できるかわりに、持ち主であるあなたの責任
を厳しく追求します。カードを人に貸したり使わせ
たら、その責任は持ち主のあなたに回ってきます。

●カードが多重債務の入口になる
　エステで50万円、英会話で30万円……高額な商品やサービスをクレ
ジットなら少しずつ返せると契約してしまい、すぐに返済に行き詰まる。そん
な返済能力を超える高額なクレジット契約が原因の多重債務者が増えてい
ます。過去には悪質業者とカード会社が組んで、返済能力の確認もなくその
場でカードを発行し、多くの多重債務者を生みました（改正割賦販売法で禁止に）。
　また、いくら借りても（買っても）月々の支払額が一定の「リボルビング払
い」は、負担が見えにくく、手数料がかかり、いつまでたっても元本が返せな
い危険があります。リボ専用カードは、手数料分を上乗せして返済しなけれ
ばなりません。
　正しく使うと便利なカードも、返済能力を超えると多重債務への入口と
なってしまいます。

こんな手口、あんな手口

カードはかっこいい？
服を買う、ＣＤを買う、バスや電車に乗る、携帯電話を使う。物やサービスを受け
るかわりにお金を払うのは、この社会が契約でなり立っているから。カードは、
その契約のもっとも進んだ例です。サインひとつで、またＩＤやパスワードを入力
するだけで買物やキャッシングができるのはカードの持ち主である「あなた」を
信用した「契約」があるからです。持ち主の責任もお忘れなく。

持ち主の責任も
お忘れなく

リボ払い・リボ専用カードの問題点リボ払い・リボ専用カードの問題点 　リボ払いは、毎月決まった額を
返済する支払い方法です。月々の

返済額が決まっているので安心でき、楽だと思えるかもしれませんが、返済期
間が長くなります。
　また、いまいくら借りていて、手数料（利息）がいくらかかっているのか、いつ
返し終わるのかが分からなくなります。返済期間が長くなればなるほど、支払い
総額は増え、カード会社に支払う手数料も
増えていきます。
　リボ払いの利用者は、長引く不況の影響
で増加しており、最初からリボ払い専用に
なったカードも多く発行されています。
　メリットもありますが、リボ払いの落とし
穴にはくれぐれもご用心!!

●必要以上にカードをつくらず、持たない。
保管場所にも注意!●暗証番号は第三者に

教えない。定期的に番号を変える。●外出時は常時身につけ、支払いのときも
カードから目を離さない。●控えは保管しておき、利用明細と照らし合わせる。
●紛失したら至急カード会社に連絡。警察にも届け、証明書をもらう。

月１万円の
リボ払い

支払い総額  約65 万円
手数料  約16 万円
支払い回数50回

月２万円の
リボ払い

支払い総額  約58 万円
手数料  約8万円
支払い回数25回

カードショッピングと契約のしくみ

カードの取り扱いに注意 !カードの取り扱いに注意 !
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自動車は日常生活に無くてはならない存在です。愛車の補償は十分ですか？
大切な愛車の補償は、自らの保障になるだけでなく、周囲の人の安心にも繋がります。
今回は「まさか」に備える自動車補償をテーマにして情報を提供します。

「まさか」に備える自動車補償を考えよう！
①交通事故は誰にでも
　起こりうるリスクです。
愛知県の昨年の人身事故件数は
4万9,651件、負傷者数は６万
1,576人で全国ワースト1位と
なっています。(愛知県警察：交通
事故発生状況)交通事故は日常
生活で誰にでも起こりうる大き
なリスクとなっており、もし事故
に遭った場合には、多額のお金が
必要となることもあります。自分
自身、ご家族、また、事故の相手
方のためにも、万一の事故に備
えましょう。

②ご存知ですか？  全労済のマイカー共済

　全労済のマイカー共済をおすすめする理由！
①安全運転を続けた期間が長いほどおトク！
　全労済のマイカー共済には、安全運転を続けられた方
を大切にするために最大22等級の等級制度、最大64
％の割引があります。22等級制度があることで、22等
級のときに1回事故を起こした場合、3等級減算となり、
19等級となりますが、その後1年間無事故であれば20
等級となり、早期に割引率が64％に復帰できます。
②24時間365日、もしものトラブルをしっかりサポート！
　全国8ヵ所約800名のスタッフが休日・夜間を問わず、
24時間365日・ご自身やご家族のドライブ中のトラブ
ルをしっかりサポートします！

③ぴったりの補償を

リスクは人それぞれです。
車を運転する方の年齢など
によって、どんな補償がどれ
だけ必要かは異なります。補
償の見直しを行うことで無駄
な掛金を削減しましょう。
ぜひ、お近くの全労済の窓口
へご相談ください。補償内容、
特約・割引制度の中からあな
たにピッタリのプランをご提
案いたします。

◆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）

自動車補償講座

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。 
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。●
（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。

全国労働者共済生活協同組合連合会
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安全運転を続けた期間が長いほどおトク

全国80ヵ所約800名のスタッフがサポートします！

無事故なら毎年等級がUP！

無事故
割引率 

等級 

※共済事故1件につき原則3等級減算となります。  
※原付自転車には等級制度は適用されません。 

最寄りのマイカー共済サービスセンターの担当が示談交渉を含め事故解決までお手伝いします。

※示談サービスをご利用されるにあたり相手方との交渉の場への同席や、お見舞い対応いただくなど、円滑に進めるためのご協力をお願いします。
　当事者同士での示談交渉は示談サービスをさまたげる場合がありますので、お控えください。　 

進捗状況については、定期的にご連絡いたしますので安心です。

故障により自走不能となった場合、
レッカー車によるけん引が無料サービス
※契約者の指定先へは30kmまで

 
 

 
 

※人身傷害補償または車両損害補償を付帯されている方にご利用いただけます(4輪自動車に適用。)

自動車総合補償共済 

の  自賠責共済も全労済で！ 

全労済では自賠責共済もお取り扱いしていますマイカー共済と合わせてご加入ください。 
自動車損害賠償責任共済 

カーライフを応援する、頼れる補償
掛
金
例

 
 
 
 

●車両区分／ 総排気量1.50L以下

普通・小型乗用車 
無事故割引等級20等級の場合 

（年払掛金19,370円）

●人身傷害補償／最高5,000万円●対人賠償・対物賠償／無制限
●ABS装着車割引あり●運転者年齢条件／35歳以上補償
●運転者家族限定特約あり●新車割引

 
 

算条
出件

 
 

月払掛金 1,690円

※記載の掛金は補償開始日を2013年9月1日として算出しています。
※掛金例には「車両損害補償」は含まれておりません。

燃料切れの場合のガソリン
お届けサービス（10Lまで）
※1契約期間1回のみ

1ｍ以内の引き上げ・引き出し
作業料が無料サービス

そのほか、ボルト締め付け・スペヤ
タイヤ交換・カギの開錠・バッテリー
あがり等にも対応いたします。※クレーン等の特殊作業は全額有料

マイカー共済マイカー共済



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（14）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

愛知県住宅生協　50周年記念
リフォームキャンペーン

2013年4月1日～12月31日2013年4月1日～12月31日開催
期間
開催
期間 特 賞 ２名様

４名様

10名様

10万円分
5万円分
3万円分

２等
３等

旅行券
特 賞 ２名様

５名様

10名様

5万円分
2万円分
1万円分

２等
３等

旅行券
１件の契約金額が50万円超の方 １件の契約金額が50万円以下の方

※ただし契約金額が10万円以上の方に限らせていただきます。

期間中にご契約いただいた方の中から

抽選で旅行券をプレゼント！！

2013201320132013201320132013201320132013期間期間期間期間期間期間期間期間期間期間

対象は
コチラ！

①増改築　②耐震改修　③外構・外装リフォーム　④白アリ対策
⑤改装インテリア　⑥内装リフォーム　⑦水回りリフォーム　
⑧バリアフリー化　⑨省エネ対策　⑩住まいのお手入れ

愛知県住宅生協50周年記念事業

AILE CITY YAGOTO OMOTEYAMA

新発表

八事に住まう
寛ぎの23邸誕生

イオン八事店

総合リハビリセンター駅八事駅

八事フランテ

アクトス八事

興正寺

音聞山保育園

市立表山小学校

市立御幸山中学校

表山西公園

建設地よりの眺望

八事の街並

八事の街並

八事の街並

地下鉄鶴舞線・名城線「八事」駅徒歩14分
地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅徒歩11分。
歴史ある八事表山の落ち着いた街並みに映える、

3階建て低層フォルムの全23邸。
寛ぎと安らぎの住まいをお求めの方に、
「アイルシティ八事表山」新登場。

販売代理 国土交通大臣（2）第7381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

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-23-31 栄町ビル6F 0120-636-136 営業時間／午前10時～午後6時
（水曜定休） ※携帯電話からも
ご利用いただけます。

お問い合わせ・資料のお申し込みは

〒460-0024 名古屋市中区正木四丁目5番6号
愛知県労働者住宅生活協同組合

事業主体・売主 宅建免許番号 愛知県知事（14）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

アイルシティ で

http://www.ac-yagoto.jp
検 索

3 LDK～4LDK全8タイプの間取りプランからお選び頂けます。

3LDK  2,790万円～
4LDK  3,990万円～

3,550万円
4,480万円

販売価格

「八事」駅からの徒歩ルート 「総合リハビリセンター」駅からの徒歩ルート

（消費税含）

完成予想図/図面を基に描いたもので、実際とは異なります。完成予想図/図面を基に描いたもので、実際とは異なります。

■「アイルシティ八事表山」物件概要●所在地／名古屋市天白区表山三丁目214番、215番（地番）●交通／市営地下鉄鶴舞
線、名城線「八事」駅徒歩14分、市営地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅徒歩11分●総戸数／23戸●販売戸数／23戸
●販売価格／2,790万円（1戸）～4,480万円（1戸）（消費税５％含）●地域・地区／第1種低層住居専用地域、宅地造成規制区
域●敷地面積／1,982.57㎡●建築面積／791.35㎡●構造・規模／鉄筋コンクリート造地上３階地下１階建●建築確認番号／
第BVJ-N13-10-0861号（平成25年7月4日付）●間取り／3LDK・4LDK●専有面積／72.19㎡～96.79㎡●バルコニー面積／
9.51㎡～22.90㎡●分譲後の権利形態／敷地：専有面積割合による所有権の共有。建物:専有部分は区分所有、共有部分は専
有面積による所有権の共有●管理形態／ご入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定●管理
費等／月額10,830円～14,520円●駐車場／24台（機械式20台、平置4台）●自転車置場／46台（2段ラック式）●バイク置場／
2台●竣工時期／平成26年7月下旬（予定）●入居時期／平成26年8月下旬（予定）●売主／愛知県労働者住宅生活協同組
合●販売提携（代理）／株式会社リーベスト●施工／松井建設株式会社名古屋支店●設計・監理／株式会社未来設計社●
表示の面積等は、総戸数を基にしております。●広告製作年月日／平成25年９月20日

事前案内開催中 下記フリーダイヤル
またはWEBサイトより
お申し込みください。資料請求

◎ 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/

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 4
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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/

◎ 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
◎土・日・祝日　

営業
時間

◎ あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート ◎
◎平日　　　　 9：00～17：00
◎土・日・祝日　10：00～17：00

◎ あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート ◎
◎平日　　　　 
◎土・日・祝日　

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 4
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●北海道とここ中部だけの訓練方法
　中部盲導犬協会は今年で創立４３周年。
英語圏から訓練法が入って約50年なので、
日本での“盲導犬”の歴史はまだ浅い。現在
日本には10団体の盲導犬協会がある。
　「ここの訓練の特長は、日本語での指示
語が通じること、それから、持ち手が“両手
持ち”といって、左右どちらでもOKなこと。
普通は犬が左側と決まっています。この訓
練方法は北海道とここだけなんですよ」。
　普及啓発部の吉兼真紀さんにお話を聞
き、館内をご案内いただいた。
●2歳から盲導犬の仕事につく犬たち
　平均的な盲導犬の育成のプロセスは…
①誕生後支援（生後2・3ヶ月）⇒②パピー
ウォーカーによる飼育（10ヶ月）⇒③訓練
（8ヶ月～1年）⇒④盲導犬として働く（4週
間飼い主との泊まり込み共同訓練後、8～
10年）⇒⑤引退（引退犬飼育の家庭へ）。
［※②と⑤はボランティアが支える。］
　犬種は今は、ほぼラブラドールで一部は
ゴールデンレトリバー。親しみやすい可愛
らしい顔つき、適正な体格、人間が大好き・
明るい性格などから絞りこまれていったそ
うだ。
　それにしても2歳ぐらいからの犬自身に
“プロの仕事”という自覚があるのかどうか…
　「ハーネスを付けると顔つき・雰囲気が
変わると聞きます。逆にハーネスを外すと
ふゃっとなってすごい甘えたりするらしい
です」。

　実際に盲導犬になるのは10頭のうち
３・4頭。それ以外は適性に応じて、啓発イ
ベントや募金活動などに動員される“PR
犬”になったり、一般のペットとして暮らす
ことになる。
●どこにでも一緒に出かけられる“補助犬”
　日本では2002年5月に「身体障害者補
助犬法」が成立した。内容は、補助犬（盲導
犬・聴導犬・介助犬）を伴う障害者を公共施
設・交通機関、飲食店全てで拒んではなら
ないというもの。その啓発も吉兼さんの仕
事となる。
　「ペットとは全く違うのに、いまだに公然
と拒否！があります。そんな時には、飲食店
や旅行会社などに説明にもうかがうんで
すよ」。
　日本では、盲導犬が実質的な市民権を得
るのはまだまだなのかもしれない。
●全国に1000数十頭しかいない盲導犬
　目の不自由な方には、無償で貸与される
盲導犬だが、申し込んでから2・3年はかかる。
全国に8,000人もいる目の不自由な人に
対して、実働頭数は約1,000数十頭。愛知
県下では３７頭が盲導犬として働いている。
　この施設にいる犬たちはPR犬・繁殖犬
などを含め40頭ほど。それを17名の職員
と300名ほどの登録ボランティアが維持し
ている。
　目の代わり以上に強力な心の支えとな
る盲導犬たち。彼らが1頭でも多く町の中
で活躍する社会になって欲しいものだ。

シリーズNPO No.7

募金箱設置店を募集しています
スーパーやお店、公共施設など、盲導犬
募金箱設置協力先を募集しています。
また、あわせて、盲導犬・
補助犬受け入れを表示する
ステッカー・ポスターの配布
を行っています。お申し込み
は、上記連絡先まで。

会費会員募集中！ぜひご協力を
◆普通会員　1口：￥3,000／年から
◆特別会員　1口：￥30,000／年から
※お一人さま何口でもご応募いただけます。

■社会福祉法人 中部盲導犬協会
盲導犬総合訓練センター
〒455-0066 名古屋市港区寛政町三丁目41番地1
＊TEL 052-661-3111（9時～17時）
  FAX 052-661-3112
＊MAIL  chubu@tcp-ip.or.jp
＊WEB  http://www.chubu-moudouken.jp

一緒にどこへでも行ける“パートナー”を育てる

社会福祉法人
中部盲導犬協会

前足を1本失う瀕死の重傷を負っても目の見えない主人を守った「サーブ
（♀）」を輩出した訓練所がここ中部盲導犬協会だ。目の不自由な人に寄り
添い、強い絆で結ばれる犬たち。物言わぬ彼らは、文字通り“家族の一
員”。いや、それ以上に“社会の一員”と言えるのではないだろうか。

３歳のＰＲ犬アーツ（♂）と。
先輩の名犬サーブ（♀）の銅像の前で。

名古屋駅付近での募金活動。
ボランティアの協力は欠かせない。

協会ロビーの展示パネル前で3ショット。
加藤浩司さん（左）は訓練士・歩行指導員のベテラン。

引き渡し時、4週間ここで一緒に暮らし、
シャンプーの方法なども覚える。

なごや競馬秋まつりのイベントに参加。
OS★Uのみなさんといっしょに。

盲導犬は持ち手と反対側の人の体
の幅を読み込み障害物を避ける。

ご案内いただいた普及啓発部の吉兼真紀さん。
ふだんはイベントなどの普及啓発活動に忙しい。

東海ろうきんの 
「NPO寄付システム」が

応援しています

あおなみ線「荒子川公園」駅下車。徒歩3分。

盲導犬総合訓練センター

東海通東海通至名古屋駅至名古屋駅

荒子川
公園駅
荒子川
公園駅

荒子川
公園駅
荒子川
公園駅

ジャスコ
ベイシティ
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築三町築三町

名四町名四町

築盛町築盛町荒子川運河荒子川運河品川町品川町

本宮町本宮町

競馬場前競馬場前

名古屋
競馬場

寛政町 4寛政町 4
本宮公園本宮公園
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