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アビリンピックの上位入賞を目指して
心あわせ、 力あわせ

第52回 技能五輪全国大会
第35回 全国アビリンピック

（全国障害者技能競技大会）

中電ウイング株式会社（名古屋市）
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今年の秋、愛知県で開催される 「技能五輪」と「アビリンピック」の全国大会。これらを１年間のシリーズ
で取り上げる通年特集の第2回は障がいのある人たちが技を競うアビリンピックにスポットをあてる。
5月末に取材にうかがったのは、中部電力特例子会社の「中電ウイング株式会社」。これまでのアビリン
ピックで上位の入賞を果たした方たちのふだんのお仕事のようすを覗かせていただいた。

通年特集❷
技能五輪＋アビリンピック

第52回 技能五輪全国大会
第35回 全国アビリンピック

（全国障害者技能競技大会）

社会貢献とビジネスの両立を実現
JR「笠寺」駅から歩いても数分の「中電

ウイング株式会社」は、知的障がい者や車
いすなどの重度身体障がい者の雇用促進
を目指して作られた中部電力100％出資
による特例子会社。

従業員77名のうち51名は障がい者で、
26名は障がい者職業生活相談員や第2号
職場適応相談員などの資格を持つサポー
トスタッフとなっている。

今年が開業して12年目。事業内容では
印刷（デザインと印刷）、商事（ウェブ
ショップ等）、園芸（栽培と花壇保守等）、
メールサービス・軽印刷などがある。
「社会貢献とビジネスを両立させてい

くことが弊社の狙いです」。同社の専務取
締役、三澤弘一さんはそう話された。
「プロとして利益を出していく“ビジ

ネス”という側面があってこその会社で
すから。それには“価格”、“品質”、“ス
ピード”。この3要素において個性を活か
し、お客様に選んでもらうことで報酬を
得る。

アビリンピックへの積極的な参加を応
援するのは、この中の“品質”、“スピード”
で競い、客観的な評価を得られるから。そ
こに参加者それぞれのモチベーションと
やり甲斐が働き、おおいにプラスになり
ます」。

アビリンピックへの選手たちの挑戦
指導員や選手の方にお話をうかがう。

●川上かおりさん（園芸課・製品パッキン
グ指導）：「選手の人たちが練習する時は
ひたすら集中してやるので、手とか疲れ
ないのかなとか思うほどです。あとはど
うすれば速く、きれいにできるかを考え
つつ、選手本人のやりやすいやり方や、個
性に合ったやり方もあると思うので。そ
ういうところを一緒に工夫しながら見つ
けていくんですが、選手に合わせた指導
は簡単ではないですね」。
●匂坂まどかさん（園芸課・25年度大会
製品パッキング種目出場・銅賞受賞）：「毎
日練習してスピードアップを目指します
し、どうやって早く組み立てるかも川上
さんとも一緒に考えたりします。 」

Q:どんな課題がでるものなんですか？
匂坂さん：「前回大会は、七味唐辛子の

小さな缶を包むというもので、箱を折っ
て組み立て、中敷きと小箱をセットして1
組完成。それを時間内に何組正確に作れ
るかというものでした」。

三澤さん：「匂坂さんは仕上がりがきれ
いで、そこを評価されて前回は銅賞だっ
たんです。 仕上がりでは金賞だと、ひい
きめに思いました。その時、金賞だった方
は、スピードで群を抜いてたんです。いっ
ぺんにまとめて折ったり、両手で作業し
たり」。

匂坂さん：「今年は一個一個でなく、私
も重ねてやろうと思っています。それで
スピードアップできて目標も達成できる
かと。」
●都築弘さん（印刷課・24年度大会DTP
種目出場・金賞受賞）：「競技へのチャレン
ジは5・6年前からです。全国大会へは出
場２回目で念願の金賞を獲得しました」。

都築さんは生まれつき両腕がない障が
い。パソコンに向かってのDTPは全て両
足だけを使って行う。

愛知県技能五輪・アビリンピック推進室の平林憲さん（左）と佐々木
あさみさん（右）。「前回のメンバーに大会で再会できるのが楽しみです」。

社内を懇切丁寧にご案内いただいた
統括部長の服部昭弘さん。

専務取締役の三澤弘一さん（右端）。
「社会貢献とビジネスの両立にこそ意味があります」。

より高い品質でより迅速に！
中電ウイング株式会社
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都築さん：「1回めの時は、まず目を惹
くものをと考えて課題のポスターデザ
インに取り組みました。でも入選でき
ず。それで2回めの昨年は課題に忠実に
作ったんです。

1回目の時、けっこうイケると慢心す
る気持ちがダメだったんですね。逆に2
回目の時は周りの選手の方が自分より
すごいと思ったのに僕が金賞。デザイ
ンって微妙です」。

都築さんはこの会社に入ってから
DTPを習得したという。キャリアは11
年余り。ふだんアビリンピックのための
訓練は？

都築さん：「仕事イコール競技みたい
なものなので、特にトレーニングはしま
せん。ただ、デザインは情報が命なので
常にアンテナの感度は上げてます」。
●吉田文華さん（印刷課・25年度大会表
計算種目出場・金賞受賞）：「表計算は、
普段よく使ってるので試しにというつ
もりで参加しました。どんなパターンの
課題が出るか予測を立てて練習してま
したが、当たった！という感じ。思いが
けない金賞はとても嬉しかったです」。
Q:どこが難しいなと感じましたか？

吉田さん：「ふだんそんなに使わない
ような要求仕様が出て、関数を組み立
てるのに苦労しました。」
Q: 今回は、前回と違ってデータベース

種目への挑戦ですね。
吉田さん：「はい。ただ、仕事でもプラ

イベートもデータベースは使ったこと
はなくて。自信はないけど、新しいこと

へのチャレンジでプラスになりますか
ら。」

吉田さんは、中国からの留学1年めで
事故で両足の自由を失った中途障がい
者。今でこそ結婚されて不安も和らい
だと言われるが…。

大きなピンチは大きなチャンスに
吉田さん：「はい。一時はどうしようか

と悩みました。少し落ち着いて、車いす
でも普通の生活をしなくてはと、必死で
勉強してパソコンの知識を身につけま
した。

でも、大けがしたから、この会社に
入って、自分の本当にやりたい仕事にも
巡り会えたんです。それにアビリンピッ
クという見せ場で自分の存在も表現で
きます。今考えると大けがというピンチ
がなかったらこんなに素敵なチャンス
はなかったかもしれませんね」。なんと
前向きな発想！

デザイナーの都築さんはハンディ
キャップをどう感じているのだろう。
「僕は生まれつきなので、全く感じて

ないんです。でも外から障がい者と決
めつけられるむず痒さは何度も経験あ
りますけどね」とにこやかに話される。

お話をうかがったり、社内を見学さ
せていただいたりするうちに、なんだ
か、とても幸せな気持ちさえ抱くように
なった。みなさん、とてもポジティブな
のだ。

「チャレンジド」の意味と「個性」
会社案内パンフレットの表紙には

「チャレンジドという言葉をご存じです
か？」とある。そこには「前向きに挑戦す
る人」という意味を表すとの解説も。

その言葉は、これから何かに挑むチャ
レンジャーではなく、すでに、あるいは
ふだんからチャレンジし続けている人、
新たな可能性を拓く人を表している。

そういえば、取材を通じてひとつ気
がついたことがある。専務の三澤弘一
さんも館内をご案内いただいた統括部
長の服部昭弘さんも「障がい」という見
方でなく、それぞれが持つ「個性」と表
現されていた。

卓越したデザインも、迅速・丁寧な製
品パッキングも、ホームセンターなどで
買うより長く楽しむことができる花苗
も、みんな「個性」の賜物だ。

誰でも多かれ少なかれ、不自由なこと
はあるもの。誰もがフィギュアスケー
ターのように優雅に氷上を舞うわけで
はない。そのかわり、得意な分野でずば
抜けた能力を発揮する。その意味での

「個性」を尊重する時、そこには健常者／
障がい者の線引は存在しないのではな
いだろうか。

匂坂さんが所属する園芸課の作業風景。
ここの花苗は種類も多く質がいいと評判。

印刷課・デザインルームでのひとコマ。毎週全員で掃除
しているので、清潔そのもの。安全のためでもある。

聴覚障がい者のための天井スピーカー横のランプ。

印刷機には色別の状態表示ランプがつく。
何らかの故障があると赤が点灯する。

今大会も製品パッキング種目での出場を目指す匂坂まどかさん（左）と
指導員の川上かおりさん（右）。狙いはやはり金メダル。

今回、データベース種目での出場を目指す吉田文華さん（左）と
国際大会へ向けての招聘選手として参加する都築弘さん（右）。

玄関ロビーにはチラシ類やアイチータ
グッズがいろいろ並ぶ。

第35回全国障害者技能競技大会
（全国アビリンピック）
http://official.aichi-waza.jp/
期間：2014年11月21日㈮～11月23日㈰
会場：名古屋市国際展示場
　　　（ポートメッセなごや）
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愛知労福協第46回通常総会を開催
～「連帯と共同でつくる安心・共生の福祉社会の実現」を目指して～

愛知労福協は、５月23日に全労済
愛知県本部の「アビタン大ホール」に
おいて、第46回通常総会を開催し、
2014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
トしました。

総会では、労福協が目指す「共生社
会の実現」に向け、地域における自主
福祉活動を通じた勤労者の連帯・連
携強化や労金・労済・住宅生協・福祉
基金協会および会員組合が協働して
行うセーフティーネットの拡充によ
る生涯福祉サポート体制の充実な
ど、５項目の活動方針を掲げ積極的
に推進することを確認しました。

また、本年度は役員の改選期に
当たり、６年間に亘り労福協活動に
ご尽力いただきました事務局長の

河合正光氏が退任され、後任には名
古屋鉄道労働組合中央執行委員長
の小林宏氏が選出されました。

◆ 2014年度活動方針 ◆

Ⅰ．福祉事業団体の基盤強化と
生涯福祉サポート体制の充実

Ⅱ．組織拡大・支部活動の活性化と強化
Ⅲ．中小企業・未組織勤労者の

福祉施策の充実
Ⅳ．活動推進の基盤整備と強化・充実
Ⅴ．国際交流の推進

■ 会　　　長 …  狗飼孝志（UAゼンセン愛知県支部）
■ 副　会　長 … 佐藤彰洋（JAM東海）
■ 副　会　長 … 須田　勇（情報労連）
■ 副　会　長 … 度会章仁（東海労働金庫）
■ 副　会　長 … 笠島邦夫（全労済愛知県本部）
■ 副　会　長 … 綱木富夫（愛知県住宅生協）
■ 常 任 顧 問 … 土肥和則（連合愛知）
■ 事 務 局 長 … 小林　宏（所属組合の大会まで兼務）
■ 副事務局長 … 加藤秀晃（専従）

● 2014年度 役員体制（三役） ●

愛

知

労

福

協

出席代議員

狗飼会長あいさつ

名古屋金山支部

海部支部

西三河支部

尾張西支部

名古屋中支部 名古屋東支部 名古屋西支部
会員全体セミナー

（テーブルマナー研修）
2014年4月9日　参加：39名
場所：名古屋観光ホテル

第28回支部ソフトボール大会
2014年5月10日　
参加：10チーム・172名
場所：新宝公園グランド

支部ボウリング大会
2014年2月17日　
参加：20チ－ム・95名
場所：スポルト名古屋

支部春季全体会議
2014年4月21日　
参加：45名
場所：東海労働金庫金山支店

春季全体会議
2014年5月20日
参加：�38名
場所：�名鉄会館

第28回ソフトボール大会
2014年5月24日
参加：12チーム・180名
場所：西枇杷島ソフトボール場
��������（みずとぴあ庄内）

ファミリー潮干狩り
2014年4月13日
参加：864家族・2,590名
場所：西幡豆・鳥羽海岸

第26回ソフトボール大会
2014年5月11日
参加：12チーム・180名
場所：�デンソー西尾製作所

グランド

第28回海外ツアー
2014年
5月12日〜5月19日
参加：25名
場所：スイス・フランス

第17回写生大会
2014年
4月26日〜5月6日
参加：612名
場所：津島市天王川公園

第37回卓球大会
2014年5月25日　
参加：98名
場所：愛西市佐織体育館

第17回写生大会
表彰式
2014年5月31日
参加：85名
場所：�ヨシヅヤ本店

文化講演会
2014年3月26日
参加：238名
場所：�岩倉市総合体育文化

センター

実務担当者・書記研修会
2014年4月16日　
参加：76名
場所：一宮市iビル
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第37回労働福祉功労賞受賞者の３名を表彰

「愛知労福協第25次友好訪中団」を派遣

愛知労福協第46回通常総会において、第37回労働福祉功労賞受賞者の表彰式が
行われ、永年に亘り労働者福祉運動に顕著な功績のあった３名の方に、労福協から表
彰盾・ブロンズ像およびバッチを、愛知県から知事感謝状が贈呈されました。

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175名の方々が顕彰されています。

愛知労福協は、中国江蘇省総工会との労働文化交流協定に基づき、
第25次友好訪中団を派遣しました。佐藤団長以下20名の団編成で、
蘇州市、無錫市、南京市を訪問し、各市総工会の熱烈歓迎を受ける中
で友好交流を深めてまいりました。また、南京市の江蘇省総工会本
部の表敬訪問においては、刑春寧主席をはじめ幹部8名の方にお出
迎えいただき、交流協定締結後30年の歴史を振り返る中で意見交換
を行いました。現在、日中間においては、いくつかの問題を抱えてい
ますが、こうした民間レベルでの草の根の友好交流の重要性を相互
に理解し、将来にわたり発展的に継続していくことを確認しました。

今回の訪中では、各地での食事やホテルにも恵まれ、全団員が快
適に過ごすことができました。江蘇省総工会のご配慮と熱烈歓迎に
心から感謝申し上げたいと思います。

第37回労働福祉功労賞受賞者 ●松岡　孝 氏(元)愛知友愛会議事務局長 ●長谷川 浩一 氏(元)連合愛知副会長 ●河合 正光 氏(前)愛知労福協事務局長 

東海大池公園 阿久比ふれあいの森

愛
知
労
福
協

期　間：５月26日～６月１日（７日間）
訪問地：上海～蘇州～無錫～南京～西安～上海

南京市江蘇省総工会表敬訪問

無錫市錫恵公園にて（団員20名）

団 構 成 氏　　名 推薦団体
団     長 佐藤 　彰洋 愛知労福協
副 団 長 佐々木 龍也 連合愛知
秘 書 長 浅井 　哲哉 連合愛知
事 務 長 加藤 　秀晃 愛知労福協
会 計 長 森野　 雄至 東海労働金庫
団     員 津浦　 純子 連合愛知
団     員 鶴亀 徳之介 連合愛知
団     員 清原 　　浩 連合愛知
団     員 中澤　 政美 連合愛知
団     員 河村　 嬢杏 連合愛知
団     員 岩本　 明光 連合愛知
団     員 水野　 浩樹 愛知労福協尾張東支部
団     員 西川　 浩史 愛知労福協名古屋南支部
団     員 後藤　 高博 愛知労福協名古屋北支部
団     員 矢野　 裕彦 東海労働金庫
団     員 後藤　 浩司 東海労働金庫
団     員 片桐　 明美 東海労働金庫
団     員 桑木　孝明 全労済愛知県本部
団     員 加藤 みゆき 全労済愛知県本部
団　  員 長江　 　誠 愛知県住宅生協

◆ 愛知労福協第25次友好訪中団名簿 ◆
（敬称略）

名古屋北支部 名古屋南支部

尾張北支部

東三河支部 豊田支部 岡崎・額田支部

尾張東支部 知多支部

第27回ソフトボール大会
2014年4月5日　
参加：8チーム120名
場所：新宝緑地運動公園

友の会第17回定期総会
2014年4月20日
参加：66名
場所：�大同健保会館

2014年春季会員全体会議
2014年5月21日
参加：47名
場所：�アビタン・ANAグラン

コート名古屋

親子おもしろボウリング大会
2014年3月23日
参加：150名
場所：名古屋グランドボウル

支部ボウリング大会
2014年3月19日　
参加：24チーム・71名
場所：小牧国際ボウル

第33回ソフトボール大会
2014年5月10日　
参加：12チーム・175名
場所：小牧村中運動場

第32回支部ソフトボール大会
2014年4月13日　
参加：9チーム・108名
場所：�東芝ライフスタイル㈱グランド

第33回写生大会
2014年
4月7日、4月13日、4月20日、4月26日、4月27日
参加：459名（大府市のみ未集計）
場所：�知多地域５市５町会場

友の会第18回定期総会
2014年4月26日
参加：71名
場所：みかわ温泉「海遊亭」

第28回働く者の「青空フェスタ」
2014年5月25日
参加：692名
場所：くらがり渓谷

ろうきん地域行事「潮干狩り」
2014年5月17日　
参加：645名
場所：東幡豆海岸

会員代表者会議
2014年5月20日〜21日　
参加：48名
場所：三谷温泉�平野屋
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中央労福協「全国研究集会」が開催されました。
中央労福協「全国研究集会」が６

月5日～6日の両日、長崎市のホテル
ニュー長崎において260名を超える
参加者を集めて開催されました。今
回は、「労働運動と協同組合運動が結
ぶ連帯社会への可能性」をテーマに、
初日は、早稲田大学社会科学総合学
術院教授の篠田徹氏による講演が行
われました。また、ライフサポートセ
ンターの検証として新潟県と山口県
の労福協からの特別報告がありまし
た。

２日目は、日本女子大学名誉教授
の髙木郁郎氏から「今、なぜ地域から
の支え合いか、共助へのリサーチ」に

４月４日（金）午後２時から、れあろ６階大会議室で開
催しました。総会では浅川会長のあいさつに続いて県労
福協より狗飼会長、各福祉事業団体の代表者のみなさま
からお祝いのごあいさつを頂きました。2014年度の活動
方針案、予算案ともに承認され、今期も会員拡大、社会貢
献、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。また、役員改選では、浅川会長
他、副会長３名、幹事７名、会計監査１名の方が退任され、
新たに三木会長他新役員が選出されました。そして、総会
後の講演では、至学館大学・栄養科学科長の小塚教授より

「食べる健康早わかり」について講義を受けました。

労福協名古屋ブロック  全労済地域行事「潮干狩り」
絶好の晴天の中、西尾市の「西幡豆；鳥羽海岸」には親子

を中心とした大勢（982家族・4,377人）の組合員が参加し
ました。引き潮のピ－ク時間が午後２時頃ということもあ
り来場される会員、家族のみなさんは受付の時間もかなり
分散されたようでした。

今年も海岸までの堤防下ではテントがずらりと並び、家
族で寛ぐ姿が多くみられました。潮が引いた海辺では貝を
採る風景が広がり、親子の笑顔があふれた１日でした。

ついて特別報告があり、その後、「地
域での協同、ソーシャルキャピタル
の確立に向けて」をテーマに、連合・
神津里季生氏、労金協会・大川栄八郎
氏、全労済・原日出夫氏、日生協・伊
藤次郎氏、アドバイザー・髙木郁郎氏
の５名の方をパネリストに迎え、中
央労福協渡邉副会長をコーディネー
ターにパネルディスカッションが行
われました。

本研究集会において、労福協に結
集する協同組合の社会的役割や価値
について改めて考察する中で、目標
達成に向けたそれぞれの課題や取組
内容を確認しました。

受付と抽選

全国研究集会

パネルディスカッション

潮干狩りの風景

総会挨拶の浅川会長 総会代議員のみなさん 三木新会長 小塚先生の講演

● 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
　労働教育グループまで
　　http://ailabor.or.jp/
　TEL（０５２）４８５－７１５４
　FAX（０５２）５８３－０５８５

労働法講座Ⅱ ～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～
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。

●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　●受講料● 12,000円（5日間・税込）

９／３（水） 18:45～20:45

９／８（月） 18:45～20:45 ［徹底検証］使用者側弁護士が解説！ 使用者側が留意すべき労働時間と健康管理の実務ポイント

９／１１（木）18:45～20:45

９／１７（水）18:45～20:45 速報！ 労働関係法令の改正ポイントと実務に及ぼす影響
９／２５（木）18:45～20:45 再点検　求人募集から採用までの留意すべき法的リスクと取るべき対応

裁判例･事例で学ぶ！ “パワハラ”と“業務上の指導･注意”の境界ライン

［徹底検証］労働者側弁護士が解説！ みなし労働･定額残業制度を適正に運用するには
 （最高裁判決 阪急トラベルサポート事件解説）

県友の会第８回定期総会を開催

愛

知

労

福

協

労
福
協
・
友
の
会

愛
知
県
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協
会

名古屋ブロック



連合愛知は4月26日、名古屋市
久屋大通公園エンゼル広場におい
て、第85回愛知県中央メーデーを
開催、会場にはおよそ3,000人が集
まりました。

開会に先立ち、東日本大震災被災
地復興支援として、岩手県より「盛
岡さんさ踊り清流」を招き、華々し

くオープニング
を飾りました。

冒頭あいさつ
に立った土肥実
行委員長は「政
府が推し進める
労働法制の規制
緩和は、労働時
間と賃金が連動しない制度であり、
働く者が長時間労働を強いられ過労
死に繋がりかねない危険がある。労
働者保護ルールの改悪は許すわけに
はいかない。」と述べ、その後来賓
として愛知労働局の新宅局長、愛知
県の大村知事、民主党愛知県連の大
塚代表があいさつを述べました。

その後、「労働者保護ルールの改

悪阻止」と題し、民主党 大西健介
衆議院議員より特別報告、続いて、
小川女性委員会委員より「労働者保
護ルールの改悪に断固反対する特別
決議（案）」を提案し、全体の拍手
で決議されるとともに今後の取り組
みを確認しました。

最後に、働くことに最も重要な価
値を置く社会の創造の実現をめざし
た「第85回愛知県中央メーデーア
ピール（案）」を須田副実行委員長
が読み上げ、参加者の総意で採択し
ました。

終了後には、栄メルサ前において
街頭宣伝行動を行い、メーデーの意
義と労働者保護ルールの改悪阻止に
ついて訴えました。

1997年から始まった世界寺子屋
運動に、連合愛知は国際連帯活動
の一環として、これまで取り組んだ
18年間で、構成組織の協力を得て、
書き損じはがきや切手、クオカー
ド、テレカ、往復はがきなどの寄付
を行っています。この活動での具体
的支援は、集約したはがき等を換金
し、これを資金として、10カ国、
21団体に、学校建設・教師育成・識
字教育などに役立てています。

今年度も連合愛知は、5月9
日、構成組織などから集約さ
れた書き損じはがきや切手・
金券類、約26,500枚（124万
円相当）を贈呈しました。連
合愛知土肥会長より「世界で
まだ文字が読めない・勉強が
できない方々に役立ててもらえるよ
う、今後も世界寺子屋運動の趣旨を
貫いて活動していきたい」との挨拶
がありました。今回の寄付により、

総枚数は約37.8万枚となりました。
連合愛知は、今後においても海外

支援活動の一環として継続して取り
組んでいきます。

連合愛知青年委員会は5月24日、
ホテルグランコート名古屋におい
て、「2014ふれあいフェスティバ
ル」を開催しました。

このフェスティバルは若年層組合
員に対する構成組織の枠を越えた交
流機会の提供、さらには連合愛知へ
の参加促進などを目的に実施してい
ます。本年度は構成組織・加盟組合
から199名の参加がありました。

司会には毎週土曜日朝10：35か
ら放送されている連合愛知ラジオ
番組「ENJOY WORKING!!」でお
なじみのZIP-FMナビゲーター、ケ
ン・マスイ氏を迎え、連合愛知・

山本副事務局長の
あいさつ、中根青
年委員長による連
合愛知青年委員会
の活動紹介により
ス タ ー ト し ま し
た。

初めは緊張して
いた参加者のみな
さんでしたが、自
己紹介アイスブレ
イクゲームなどで
互いに打ち解け合い、笑顔で談笑す
る姿が見られました。

最後には豪華賞品などが当たる

カップルビンゴ大会が行われ、会場
は若年層組合員の熱い熱気で大いに
盛り上がりました。

すべての働く者の幸せ実現に向けて
～第 85 回愛知県中央メーデーを開催～

すべての人に教育を！
～書き損じはがき 26,500 枚を贈呈～

連合愛知「2014 ふれあいフェスティバル」を開催

あいさつに立つ
土肥実行委員長

盛岡さんさ踊り清流のみなさん

書き損じはがきを贈呈する土肥会長

参加者全員でハイ、チーズ！
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悪質業者は環境問題やベンチャービジネスなどと言葉巧みに誘います。ホー
ムパーティーや飲み会などで複数の会員が取り囲んで、断れない状況をつく
りだします。サークルや同級生、職場の人脈など断りにくい人間関係を利用
して、「ぜいたくな生活ができるよう、みんなで夢を信じて頑張ろう」等とマ
インドコントロールされてしまいます。上のステージに上がれば自動的にマー
ジン（収入）が入る……などと信じ込んだ結果、大量の健康食品や化粧品、
浄水器などを買わされ、最後には在庫の山と借金だけが残されてしまいます。

マルチ商法は、自力で会員を増やしてステージを上げないと儲けになりま
せん。つい強引に家族や友人、職場の仲間などを勧誘し、信頼関係も友情も
壊してしまいます。こうして最初は被害者だった人間が加害者になってしま
うのです。

東海ろうきんのマネー講座 ❼
こんな手口、あんな手口

楽して儲かる話はない。
仕事が欲しいと思っている人を「一日２時間の作業で、月５～７万円稼げます」
などと誘い、いろいろな名目で高額なお金を払わせる「内職商法」。「信じれば儲かる」

「何もしなくても手数料が入る」などと勧誘して借金だけが残り、人間関係まで壊し
てしまう「マルチ商法」。どちらも「絶対に儲かる」という誘いをキッパリと断れず、
被害にあっています。

マルチ商法
 友達なくすよ！

●仕事を始めるのにお金がいるの！？

●世の中に甘い話はない！

●被害者が加害者に転化する

「在宅ビジネス」「パソコン内職」、なんとなく聞こえのいい新しい仕事のよ
うですが、要は内職、副業を言い換えたもの。家庭にいながら、あるいはサ
イドビジネスとして簡単に稼げると勧誘します。仕事の中味は宛名書き、テー
プ起こし、商品のモニター、ホームページ作成やデータ入力など。そして高
額の教材やソフトを売りつけます。こういう「内職商法」は、仕事を紹介する
といいながら、いろいろな名目で費用を請求します。

マルチ商法は「ネットワークビジネス」、「コミュニケーションビジネス」、「無
店舗フランチャイズ」などと呼ぶケースもあります。

マルチ商法は「連鎖販売取引」といい、会員を増
やせば「必ず儲かる」という甘い誘いから始まります。
ところが、最初に自分で商品を購入したり入会金を払
わないといけません。高額なためクレジット契約を結
び、業者のいうままに消費者金融や提携ローンから借
り、あげくのはては返済に行き詰まってしまいます。
でも、借金を返しながら儲かるほど甘い話は世の中に
ありません。
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世の中に甘い話は
ありませんよ！

　「ネズミ講」が金銭配当を目的とし
ているのに対し、「マルチ商法」は商
品を買わせて会員を増やしていきま
す。ネズミ講は「無限連鎖講の防止
に関する法律」により全面的に禁止
されています。
　法規制の状況は異なりますが「ネ
ズミ講」「マルチ商法」ともに、儲か
る仕組みとは決していえません。

● クーリング・オフ　契約書面を受け取った日、または商品を受
け取った日（どちらか遅いほうの日）から 20 日以内に書面で
通知します。

● 中途解約　クーリング・オフ期間を過ぎても入会１年以内かつ
商品を受け取って 90 日以内の未使用の商品は返品して、返金
を受けることができます。クレジット支払いの拒絶もできます。

● 契約取消　「不実告知」や「不利益事実の不告知」により誤認
契約した場合はクーリング・オフ期間を過ぎても取消ができま
す。
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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。

◆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）

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－月払いの場合1,200円（毎月100円×12ヵ月）、
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。●
（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

●「住まいと暮らしの防災保障点検運動」実施中 ! !  ●

「自然災害に対応した住宅保障を考えよう!」

今回は、台風、長雨、河川の氾濫など自然災害が多発するこれからの
時期に、「自然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。

生活保障設計講座

①近年、自然災害を原因とした
　被害が増えています。
　近年は、火災以外の被害が多く、全労
済に対する被害報告件数で、自然災害に
よるものが増加しています。
全労済愛知県本部2012年度実績
（被害受付件数）
 ●火災：1,185件　●自然災害：578件

②火災保険（共済）の保障内容を
　確認しましょう。
　ご自身がご契約されている火災保険（共
済）を点検し、台風や地震などの自然災
害に対する保障が充分なのかどうか、確
認しておきましょう。また、盗難なども含
めて総合的に保障されている、火災保険
（共済）を選択することも検討しましょう。

③家財に対する保障も大切です。

　自然災害は建物に対する被害が大き
いイメージがありますが、水害になれば、
漏水などで電化製品や服なども使えな
くなってしまい、家財の被害額が大きく
なることもあります。そのため、家財の
保障を備えておくことも大切なのです。

■ 風水害データ【被害】 ■ ■ 2013年9月　台風18号災害対応状況のご報告 ■

・建物全・半壊、一部破損…1,650棟
・浸水……………………10,089棟

・建物全・半壊、一部破損…2,277棟
・浸水 ………………………… 52棟

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

消防庁より「平成26年5月13日現在」

●台風18号 （2013年9月）

●風雪害 （2014年2月）

　2013年9月16日大型の台風18号は、暴風域を伴って愛知県豊橋市付近に上陸し、
その後、山梨県や福島県などを通過して三陸沖へと抜けました。四国と、近畿から東北地
方までと広い範囲に被害をもたらしました。
　全労済愛知県本部では、す
ぐさま現地対策本部を設置し、
被害状況の把握と被災され
た組合員へのすみやかな対
応をすすめてまいりました。
　これまでの対応状況をご報
告するとともに、被災された
方々の1日も早い復興を心よ
りお祈り申し上げます。

● 台風18号災害対応状況のご報告 ●
（2014年5月13日現在）

・共済金支払状況
・住宅被害受付件数 … 3,681件

◆自然災害共済 …… 1,980件　613,268,005円

◆火災共済 ………… 3,188件　352,517,101円

965,785,106円合計

の
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シリーズNPO No.10 NPO法人 マザーキッチン
高校でのお昼は“お弁当”になる。しかし今は働くお母さんも多く、毎朝のお弁当づくりは、
かなりの負担だ。それならば、高校生のランチを何とかしよう！と、3年近く前に立ち上がっ
たNPOがある。コンセプトをストレートに表現してその名も「マザーキッチン」。成長期の
高校生の栄養と人の交流・教育までをも含む確かなビジョンがそこにはあった。

東海ろうきん
NPO 育成支援

助成金団体

●障がい者の安定した職場確保も
　取材に伺ったのは朝 10時。ちょうど
お弁当を仕分けして、配達のクルマを
送り出す時刻。事務所に案内していた
だいたものの、まだ少し慌ただしさの
余韻が残る。
　「毎日こんな感じです」とお話しいた
だいたのは代表理事の石山大雅さん。
マザーキッチンは 3年ほど前に、同じ
く理事の清水元樹さんとともに脱サラ
して作った。
　その特色は、①味・量・品数＋栄養のバ
ランス②周辺農家の協力を得てできる限り
地元産の野菜を採り入れる。加えて、③障
がいを持つ方が障がいに対するケアを受
けながら就労できる「就労継続支援A型」
の拠点であること。ハンディキャップがあろ
うとも、やりがいを持って働ける仕組みだ。
●みんな違うからこそのチームワーク
　「一般の企業では作業能力や効率を軸に
考えがち。でもここでは、ハンディを抱え
る方たちが集まって働く。その結果、互い
を気遣い合ったり個性を認めあえる関係
が生まれ、全体のチームワークでひとつ
の弁当屋を運営できているんです。」
　従業員は22名。うち障がい者手帳を
持つ方が13名。年齢も10代～60代と
幅広い。身体・知的・精神とさまざまな障

がいをもつ方がイキイキと明日の配達分
に備えて下ごしらえをしていた。
そこには健常者・障がい者の垣根は微塵
も感じられない。集合写真の撮影でもみ
んな和気あいあいと楽しそうだ。
●朝早くから忙しい毎日のサイクル
　毎日の段取りは‥石山さんが朝5時に
出勤。調理担当のメンバーは6時半頃か
ら2人・3人と加わる。➡7時過ぎから
は盛り付け部隊がさらに1人・2人と増え、
➡10時頃には全ての盛り付け完了。➡
平行して配達は9時頃から荷造りをして、
10時には配達に出る。愛西市内だけでな
く津島市、蟹江町、弥富市、名古屋市内
などもあるので、時間と燃料を考えたルー
トの割り出しも重要だ。
　11時頃には事務室側は少し一段落した
ようすなので、調理場を覗いてみると、そ
こはまだまだフル稼働。➡すぐに調理器具
を洗って、➡翌日の分の下ごしらえ。➡午
後になると、前日のお弁当箱がカラになっ
て帰って来るので、その洗浄作業がある。
　「毎日の現場仕事が終わるのは4時くら
いですね」。もちろん調理以外の事務作業
でも、＊予約の受付管理、＊管理栄養士の
スタッフとのメニュー計画、＊週単位での
メニュー表作成、＊仕入れの食材の発注、
＊原価計算‥とこまごまとした作業が続く。

　「以前はすべて自分もそれぞれの現場に
入ってやってましたが、それでは先がない
と感じるようになったんです。今では、徐々
に任せていけるようになりました」。頼れ
るメンバーたちも順調に育ってきている。
●人の交流のある高校教育に
　「届け先の高校生たちには、いろんな価
値観・職業・立場・境遇の人たちと関わ
る環境が必要だと思います。ふだん接す
るのが親と先生では視野は拡がりません。
お弁当を囲んで地域の経営者、研究者、
また、障がいを持つ人たちとも、多感な
高校生たちが仕事観、人生観などを話せ
る“場”を作っていきたいんです」。マザー
キッチンは夢の第一歩。石山さんが高校
教育に抱いていた疑問への答えでもある
という。
　現在、桑名の私立高校の敷地の一角に
マザーキッチンの第二拠点を整備中。そ
れが実現すれば、石山さんのビジョンに
また一歩近づく。

■NPO法人MotherKitchen
事業所所在地・連絡先
〒496-0908
愛知県愛西市甘村井町松ノ木割87 番地
TEL. 0567-55-8342
FAX. 0567-55-8343
MAIL. 
motherkitchen.ishiyama@gmail.com

◆ 愛西、津島、蟹江、弥富、名古屋（港、中川）
の高校にお弁当をお届けします。

◆ 高校でのお弁当販売には学校の了承が
必要です。生徒やお母さん方の要望を高
校にお届けし、より多くの高校でのご利
用を実現していく予定です。

　お問合せください。
◆ 一般家庭、企業、事業所などへの配達も

承ります。 ( 配達可能エリアについては
ご相談ください。)

◆ 当日朝9 時までにホームページまたは
FAX にてご注文ください。

◆ 前日までにご予約を頂けますと、より確
実にお届けできます。

合理的に配置された調理スペースは働きやすそう。
皆さんムダなくテキパキと作業をこなしていく。

代表理事の石山大雅さん。
「第一歩は軌道に乗りました」。

明日の食材の下ごしらえ。
新鮮な野菜を大量に刻む。

予約注文を集計したり、ムダのない配送
ルートを割り出したりの仕事も毎日大変。

朝10 時には出発。
配送にはミニワゴン5 台を使う。

この日のお弁当は人気の唐揚げがメイン。ご飯は
大盛り無料、玄米も選べて400 円は嬉しい！

母に代わって地域の高校生に
　　栄養バランスのいいお弁当を！

地域の高校生のお弁当
引き受けます
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