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あいち航空ミュージアム

（西春日井郡豊山町）

素晴らしい愛知の
航空産業の世界へ
私たちがご案内します。
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　昨年 11月、航空産業のメッカ愛知ならではの「あいち航空ミュージアム」が開設し大きなニュースとなった。
シアトル航空博物館とも提携する同施設は、「航空機産業の情報発信」「産業観光の強化」「次代の航空産業に携わる
人材育成」がコンセプト。それだけに館内の展示や解説もいわゆる博物館的なものというよりも航空産業の技術史
の中身を伝えていく部分に重点がおかれている。

◆航空機産業県愛知への“ゲートウェイ”
　2月末にしてはポカポカ陽気に恵まれ
たこの日、探検隊が着くと、さっそく同
ミュージアムでチーフアテンダントを
務める佐藤季恵さんに館内を案内して
いただいた。
　「愛知県は従来から現在に至るまでわ
が国を代表する航空機の生産拠点。この
あいち航空ミュージアムは、航空機産業
の情報発信や、次代の航空機産業を担う
人材育成の推進を目的に、県営名古屋飛
行場内に整備したものなんです」。
　名古屋飛行場周辺地域は、航空機が

「製造され」、「飛行し」、そしてそれらを
「見て、学ぶ」ことができる三拍子そろっ
た場所。あいち航空ミュージアムはその
中心となっている。
　ここには名機100選や航空機産業の歴
史を学べるオリエンテーションシア
ター、航空教室を開催するサイエンスラ
ボ、航空機にまつわる仕事に触れる職業
体験などのコンテンツがある。

◆撮影でも実機と見まごうほどの完成度
同館で最初に目に入る展示は、ショー

ケースにずらり並んだ「名機100選」、
1/25スケールの超精密航空機模型。以前
は旧・名古屋空港の国内線ビル3階の「航
空宇宙館」にあったものを再整備して移
設している。制作したのは航空機模型の
第一人者、田中祥一氏。100選を選んだ
故・木村秀政日本大学名誉教授の資料に
基づき、一機一機丹念に仕上げられてい
る。

年代順に並べられているが、その精密
さには感動するばかり。個人的興味もあ
り、あとで古書店で「日本の名機100選」

（文春文庫ビジュアル版）を見つけたが、
どこに模型の写真が？と思ったら、「カ
ラー写真は全て1/25スケールの模型」と
ある。改めて見返して見てそのリアルさ
にびっくり。展示をじっくり見る人が多
いのもうなずける。

さらに…「この模型一機だけでも300
万円ほどの価値があり、貴重なものばか

りです」（佐藤さん）。車1台が買える値段
だが、実際にこの模型の緻密さに触れれ
ば合点がいく。

◆「コレを作っていた」という人に出逢う
佐藤さんに名機100選のお話を伺って

いるうち、模型の中の一機をさっきから
愛おしそうに眺める人が目についた。

よほどの模型マニアかなと訊いてみれ
ば、なんと、「この飛龍を工場で作ってた
んだ。操縦席の艤装や爆弾槽なんかも
やったね」とのこと。お名前は後藤秀さん・
92歳。とてもそんな年齢には見えない。
「戦争末期の当時はB-29の編隊が来て

も高度が高くてなかなか対抗できなかっ
た。それで、この飛龍キ-67の機首の風防
と副操縦士席を外して、75㎜野戦高射砲
を取り付け、B-29迎撃用の飛龍キ-109と
していったんだ…」（後藤さん）。

佐藤さんによれば、年配のお客様では、
案外こうした航空史に関わられた生き証人
のような方もしばしばいらっしゃるとか。
「展示物などのご案内をする私たちの

あいちの
イイとこ
探檢隊

シリーズ

⑨
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。

チーフアテンダントの佐藤さん。同館の
スタッフには航空業界出身者の方もいる。

息子さん（左）と訪れていた後藤さん（中）。
「この飛龍はよくできてる」と評されていた。

大正時代末期頃まではこうした
複葉機が数多く作られていた。

ボーイング767 -300輸送機。内部の座席
まで作り込まれている。圧巻の存在感。

空とつながる、未来へはばたく
ものづくり愛知の明日を拓く
航空産業に携わる次代のために

あいち航空ミュージアム
（西春日井郡豊山町）
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パイロットの職業体験。参加者はみんな真剣。
現在、整備士体験も計画中だとか。

実機と模型のMU -30０。こうして視覚でのスケールを近づけ
て見ていくと模型を1/25で揃えた効果の面白さが分かる。

今も世界中の航空機ファンから絶賛される
零戦。今もその優美なフォルムに魅せられる。

方が逆に詳しく教えていただくことも
多いんですよ」（佐藤さん）。

模型だけでなく、実機展示の前で足を
止めている人などに声をかけてみれば
こうしたキーパーソンに出逢えるかも
しれない。

また、こうした来館者の方や館内アテ
ンダントの方以外にも、航空機産業の経
験者や航空機マニアの方などのボラン
ティアガイドさんもいる。

ここでいろんな航空産業関係者らと
出逢い、興味の向くままに面白いお話や
びっくりするようなエピソードを直接
聞けるのもまさに「産業観光」ならでは
だ。

◆要チェック！展示実機の搭乗イベント
ここでの見所はやはり、１階の実機展

示。
いちばん大きなYS-11は航空自衛隊の

第403飛行隊・鳥取県美保基地の所属な
ので、垂直尾翼にあるマークは「大国主
命と因幡の白兎」。機内の中央部分はVIP
仕様となっているのが特徴で昭和天皇
も搭乗した機体である。

それから、人気なのはやはり零戦。昔
の航空機の工房を模した展示コーナー
に変わらぬ勇姿を見せている。プロペラ
機の最高傑作と評されるだけあって、芸
術品の風格さえ感じる。

「時々、実機展示の各機（零戦は除く）に
は人数限定の搭乗イベントもありますよ。

YS-11などでは、今は全部コンピュー
ターに取って代わられた航海士（航路や
天候を見る）の席が残ってたりするあた
りは見ものでしょう」（佐藤さん）。

◆フライトプランから臨む「職業体験」
もうひとつ、同館ならではのコンテン

ツとしてパイロットの職業体験がある。
「たまにフライトシミュレーターだけ

やりたいと言うゲーム慣れした人も見
えますが、これはゴッコじゃないので
…」（佐藤さん）。

最初にフライトプランの立案や天気
図の読み方をみっちり座学でやった後、
YS-11を使い、機体周りの点検もする。そ
こで初めてフライトシミュレーターに
挑む。

ミッションは名古屋飛行場からの離
陸・巡行・福岡空港への着陸。最後には厳
しい採点チェックもある。50分にわたる
濃密なプログラムだ。この日は平日とい
うこともあり30代から50代くらいの人
たちが真剣に取り組んでいた。

＊　　　　＊　　　　＊
この日、幼稚園の遠足で何組かが訪れ

ていた。将来はこの中から航空産業に携
わり、地域の産業を担う人材が生まれる
のかもしれない。

　〒480-0202  西春日井郡豊山町大字豊場
https://aichi-mof.com/ 
TEL：0568-39-0283
◆開館時間／ 10：00〜19：00（最終入館18：30）
◆入館料／

区分 一般 高・大学生 小・中学生 未就学児

個人 1,000 800 500 無料

団体 800 640 400 無料

※団体は20名以上

◆�学校行事で来館する小中学生及びその引率
者は300円です。事前にホームページか
ら専用の申込書をダウンロードしてお申し
込みください。
◆�身障者手帳等をお持ちのお客様は、チケッ
ト売り場窓口にお申し出ください。
◆�あいち航空ミュージアムを利用いただくと、
エアポートウォーク名古屋の優待を受けら
れます。
◆�次の事項についてご協力お願いいたします。
・施設内は禁煙です。
・�施設内での展示物の撮影は可能です。ただし
三脚等の使用はご遠慮いただく場合がありま
す。なお、展望デッキ及びカフェなどから、
空港の格納庫の撮影はご遠慮ください。
・�オリエンテーションシアターなど、映像展示
室内での撮影は、著作権保護及び他のお客様
のご迷惑になりますのでご遠慮ください。
・�安全のため施設内では走らないようお願いい
たします。
・�施設内での飲食は、許可された場所以外にお
いては禁止です。

◆�お体の不自由な方、乳幼児をお連れの方は、
車いす、ベビーカーを用意しておりますの
で、案内カウンターでお申し付けください。
ただし、台数に限りがございますのでご了
承ください。

あいち航空ミュージアム

２階の壁面に位置するカフェ。
本格的なドリップコーヒーが味わえる。

カフェの席からは飛行場の駐機場が一望できる。
航空機マニアの特等席だ。

離陸寸前のフジドリームエアラインズ。
すぐお隣は航空自衛隊小牧基地。

好転に恵まれたこの日は、幼稚園の遠足も何組か
来ていた。子供達も飛行機の離着陸に大はしゃぎ。

自衛隊機もこの日は週末のオープンベースのイベントに
備えて訓練を繰り返していた。

ミュージアムショップ「ファンブレード」では
ここでしか入手できないプラモデルなどが人気の的。
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東三河支部
退職準備セミナー（豊川会場）
2018年2月24日
参加：83名
場所：�豊川市民プラザ

西三河支部

第6回恋活パーティー
2017年12月9日
参加：42名
場所：クラウンパレス知立

退職準備セミナー
2018年1月14日
参加：102名
場所：�安城市民会館大会議室

岡崎・額田支部
平成29年度退職準備セミナー
2018年2月3日
参加：77名
場所：�岡崎市勤労文化センター

知多支部
第36回ろうきん地域行事「いちご狩り」
2018年1月28日
参加：大人302名�子供164名
場所：�南知多グリーンバレィ�

「いこいの農園」

尾張西支部
支部役員研修会
2018年1月16日
参加：14名
場所：�トヨタ車体㈱吉原工場

豊田支部
豊田支部友の会
中国凄腕点心師直伝本格点心教室
2018年2月24日・26日
参加：37名
場所：�名鉄トヨタホテル「中国料理�桂林」

尾張北支部
退職準備セミナー（春日井）
2018年1月20日
参加：73名
場所：�グリーンパレス春日井

退職準備セミナー（小牧）
2018年1月27日
参加：63名
場所：�小牧勤労センター

書記・実務担当者研修会
2018年2月2日
参加：34名
場所：�ローズコートホテル

尾張東支部
第35回尾張東支部ボウリング大会
2018年2月7日
参加：23チーム91名
場所：�東名ボウル



5

愛
知
労
福
協

名古屋南支部

名古屋ブロック

名古屋中支部

第10回家族ボウリング大会
2018年1月28日
参加：104名
場所：名古屋グランドボウル

第6回支部文化交流会
2018年2月3日
参加：27名
場所：三重県志摩・相差�伊勢神宮

森永卓郎 氏  文化講演会
2018年1月30日
参加：631名
場所：ウィンクあいち大ホール

第21回カラオケ大会
2018年1月22日
参加：62名
場所：名古屋国際ホテル(紅梅の間)

役員（会員代表者）研修会
2018年2月16日
参加：39名
場所：東海労働金庫本店会議室

名古屋北支部

名古屋東支部

三事業団体全体会議
2018年2月14日
参加：35名
場所：爽明会館

支部ツアー
2017年12月9日
参加：36名
場所：浜松方面

第32回新春ボウリング大会
2018年1月16日
参加：96名
場所：スポルト名古屋

海部支部
退職準備セミナー
2017年12月2日
参加：17名
場所：�東海労金津島支店ホール

名古屋金山支部

名古屋西支部

第35回ボウリング大会
2018年2月20日
参加：80名
場所：スポルト名古屋

名古屋西支部友の会との懇談会
2018年1月29日
参加：15名
場所：東海労働金庫名古屋駅前支店会議室

会員施設見学会
2017年12月1日
参加：12名
場所：三菱重工業㈱岩塚工場
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福祉事業への支援・協力を求め、愛知県ならびに名古屋市へ
「平成30年度要請書」を提出しました。　

愛

知

労

福

協

昨年の12月22日に愛知県なら
びに名古屋市を訪問し、平成30
年度の勤労者福祉活動に対する
助成、文化・体育事業の促進、福祉
事業に対する活動支援などにつ
いて協力を要請しました。また、
名古屋市に対しては、自転車事故
による事故賠償保険等への加入
促進への協力要請も併せて行い
ました。

それぞれご対応いただいた愛
知県の森岡副知事、名古屋市の堀
場副市長へ土肥会長より「要請
書」を提出し、要請内容の趣旨説
明及び意見交換を行いました。

▲愛知県

▲名古屋市

要請書提出

要請書提出

意見交換

意見交換

ろうきん・全労済・福祉基金協会の職員の資質向上と相互の交流を目的に今年も階層別に研修会を開催しました。

幹部職員研修会
開 催 日：2月9日（金）
会　　場：ワークライフプラザ「れあろ」
参加人数：33名
実施内容：第一部　実践研修「コミュニケーション研修」
 　　　　外部講師2名
 第二部　講演「中央労福協の理念・歴史と今日的課題
 　　　　　　　〜労働金庫・全労済の誕生と 
    労働組合の関わりを中心に」
 　　　　講師　中央労福協 アドバイザー 高橋　均 氏

開 催 日：2月21日（水）
会　　場：ワークライフプラザ「れあろ」
参加人数：74名
実施内容：第一部　各福祉事業団体の事業報告と課題
 　　　　<発表者>  東海労働金庫・全労済愛知推進本部・ 

福祉基金協会の役員
 第二部　講演
 　　　　「中央労福協における取り組みと課題」
 　　　　<講師> 中央労福協　事務局長 花井　圭子 氏
 第三部　交流・親睦を兼ねた意見交換会

福祉事業団体の職員を対象に研修会を開催しました。

若年職員研修会

幹部職員研修会
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▲中部労福協 小林会長

▲寄付金寄託式

▲中央労福協 花井事務局長 ▲金沢大学　鈴木教授

▲第44回定期総会

2月20日に連合愛知と合同の寄託式を
行い、愛知労福協からは、福祉事業団体お
よび各支部を中心にご協力いただきまし
た赤い羽根共同募金の寄付金236,103円
を愛知県共同募金会へ
寄託しました。

連合愛知・愛知労福協「助け合い運動支援金合同寄託式」

申し込み･問い合わせ
スムースな人間関係は、快適な職場環境をつくり仕事の効率を高めます。
印象の良い話し方、苦情の対応など、実践につながる知識を学びます。
自身や相手の能力に気付き、魅力度アップ！
新しい気付きは、物の見方、人の見方を変え、可能性を広げます！　

場　所 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
名古屋市中村区名駅４丁目４－３８

日　時 平成３０年４月２４日（火） ９：３０～１６：３０ 講　師 みなみトレーニングラボ
  代表　倉智　紫津子

受講料 10,000円（消費税込）

――― 仕事がやりやすくなるコミュニケーション術―――

　 ● 受 講 者 募 集 の お 知 ら せ ●キャリアアップセミナー

信頼をつかむ！対人力強化セミナー

〒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

2月22日（木）、ANAホリディ・イン金沢スカイにおい
て、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、中部労福協第44回定期総会が開催さ
れました。2017年度活動報告・決算報告および2018・
2019年活動方針(案)・予算(案)等について審議し、満場
一致で承認されました。また、本年度は改選期にあたるた
め、新会長には富山県労福協会長の辻　政光氏が選任さ
れました。

総会終了後には、金沢大学教授の鈴木克徳氏による
「SDGs（持続可能な開発目標）について」をテーマにした
記念講演が行われました。

中部労福協「第44回定期総会」が開催されました。



連合愛知は、3月4日に久屋広場において「すべての労
働者の立場にたって働き方を見直そう！底上げ・底支え 
格差是正でクラシノソコアゲ！」をスローガンに、2018
春季生活闘争1万人総決起集会を開催しました。

3月からヤマ場を迎える2018春闘に対する全体の意識
向上および要求実現にむけ行われたこの集会には、佐々
木会長をはじめとする連合愛知三役、構成組織からの参
加者など含め、約1
万人の参加がありま
した。

青年委員会・女性
委員会によるシュプ
レヒコール、各構成
組織の旗を掲げた旗
手登壇で集会が開始
されました。

佐々木会長から「本年の春季生活闘争のポイントは大
きく3点です。1点目に『賃上げの流れを継続・定着させ
ること』2点目に『底上げ・底支え、格差の是正に取り組
むこと』3点目に『すべての労働者の立場に立って働き方
を見直すこと』です。この3点にしっかりと取り組み結果
を出すことが社会から求められています。私たちは、それ
ぞれに求められる役割の大きさをしっかりと認識し、その
責任を果たしていかなければなりません。そのことが働く

ことを軸とする安心社会に繋がるものと確信しています。
すべての働く仲間が力を合わせ、取り組みを進めていき
ましょう」との挨拶がありました。

続いて、4人の代表者からの決意表明、大久保副会長の「集
会アピール」を読み上げ参加者全体の総意で採択しました。

最後に鶴岡副会長によるガンバロー三唱で春闘勝利へ
の意思固めを行いました。

集会後は、青年委員会・
女性委員会が先導役とな
り、参加者全員で「月例賃
金を引き上げるぞ！」「働き
方を見直すぞ！」「クラシノ
ソコアゲを実現するぞ！」
など、名古屋市内でシュプ
レヒコールを行うとともに、
栄メルサ前では街
頭宣伝行動を行い
ました。

同日午後からは、
2018春季生活闘
争連合「連合愛知 
地域フォーラム」
をナディアパーク
にて開催しました。

連合の全国一斉労働相談ダイヤルに合わせ、連合愛知は
2月8日〜10日の3日間にわたり労働相談ダイヤルを実施し
ました。

今回は「働き続けたい！なぜ辞めなければならないの！？
STOP雇止め・雇用不安！連合労働相談ホットライン」を

テーマとして実施し、3
日間で136件の相談が
寄せられ、連合愛知な
らびに11地協役員が相
談役として、アドバイ
スや労働契約法の説明
など真摯に相談に応じ
ました。

また、2月8日からの全国一斉労働相談ダイヤルの開催
に合わせ、栄メルサ前・金山総合駅の他、愛知県下18カ
所で街頭宣伝行動およびポスティングを実施し、全国一斉
労働相談ダイヤルの実施とともに無期転換ルールについて
周知を図りました。

連 合 愛 知は 、今 後
も「労働相談ダイヤル
（0120-154-052）」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、組織化
を含めて助言や支援を
続けていきます。

2018春季生活闘争1万人総決起集会を開催

全国一斉労働相談ダイヤルを実施

2018春季生活闘争1万人総決起集会
ガンバロー三唱

2018春季生活闘争「連合愛知  地域フォーラム」

全国一斉労働相談ダイヤル 街頭宣伝行動

感謝状を受け取る連合愛知佐々木会長

連合愛知は2月20日、愛知県社会福祉会館にて「連合
愛知助け合い運動カンパ金寄託式」を行いました。
「連合愛知助け合い運動」は、本年で26回目を迎え、

連合愛知構成組織の協力を得て集められたカンパ金を愛
知県共同募金会に寄託し、民営小規模施設等の設備費や
在宅福祉サービス関連車両整備費、就労支度支援事業な
どに役立てています。

冒頭、連合愛知・愛知県労福協を代表し佐々木会長か
ら連合愛知および愛知県労働者福祉協会の取り組みを紹
介し、「連合愛知の構成組織と労福協のご協力により、
多くのカンパ金が集まりました。本活動は、集まった寄
付金が自分たちの地域で使われることから、より身近に
社会貢献を実感できる取り組みでもあります。今後も引
き続き共同募金会と連携しながら、助け合いの精神を大
切にした活動に取り組んでいきます」とのあいさつがあ

りました。
続いて、連合愛

知・労福協の寄付
金をそれぞれ愛知
県共同募金会の岡
谷会長に寄託し、
愛知県共同募金会
からは感謝楯およ
び感謝状の贈呈を
受けるとともに、活動に対する理解と協力に対するお礼
の言葉を述べられ閉会しました。

今年度の寄託金は3766万8090円となり、1992年か
ら継続している共同募金会に寄託したカンパ金総額は10
億1173万2217円となりました。皆さまのご協力に感謝
いたします。

第26回「連合愛知助け合い運動」によるカンパ金寄託式
　ほんの小さなやさしさで広がる大きな支援の輪
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確定拠出年金セミナー
東海ろうきんの

③

運営管理機関が選定・提示する運用商品の中から、自由に組合せて運用できます。
また、運用状況や運用方針に応じて、運用商品の変更ができます。

掛金の配分は自分で決める

大きなメリット！  
運用益に税金がかからない
一般的な金融商品で資産を運用する
と、運用益に対して約20.315%※1の
税金がかかります。しかし個人型確定
拠出年金の運用益は、課税の対象にな
りません。※2

※1
 
所得税および復興特別所得税15.315%
+住民税5%。

      

※２
 
年金積立金は特別法人税（年1.173％）の
対象となりますが、現在課税凍結中です
（2018年2月現在）。

▶掛金の配分指定

▶運用時の課税イメージ

（例）掛金1万円を5つの商品で運用する場合

非課税

個人型確定拠出年金で運用した場合一般的な金融商品

目減り

運用益
運用益に課税される

運用益

掛金掛金

※運用商品の配分は、1％単位で設定できます。

商品A

商品B

商品C

商品D

商品E

3,000円購入

2,000円購入

1,000円購入

1,500円購入

2,500円購入

掛金の配分割合

商品A
30％

商品B
20％商品C

10％

商品D
15％

商品E
25％ 計

合
月
毎

1

入
購
つ
ず
円
万

自己責任の資産運用は不安？
確定拠出年金の運用商品の中には運用成績しだいで資産が変動するリスク商品もあります。そのようなリスク商品は、定期
預金などの元本確保型商品より大きな収益をあげられる可能性がある一方で、元本割れのリスクがあります。自分のリス
ク許容度に応じて、定期預金などの元本確保型商品と組合わせて運用しましょう。モ

メ
ち
く
と
ひ

運営管理機関が特定の商品をお勧め
することはありません。自分の運用方針
に沿って商品を選択し配分を決める
のが、個人型確定拠出年金です。指定
した配分にしたがって毎月運用商品
が購入されます。

運用商品を自由に組合せて非課税で運用できます。
『個人型確定拠出年金（愛称：i

イ デ コ

DeCo）』での積立金の運用は、他の金融商品にない税制優遇があります。

『iDeCo応援キャンペーン』実施中！
2018 年 1月 4日（木）から 2019 年 3月 29日（金）までに、東海ろうきんで iDeCo を
お申込みいただいた方で、iDeCo のご契約が成立した方。

全員に！

●ご契約成立日（個人型年金の資格取得日）が属する月の５ヶ月後応答日の末日までに、ご自宅に郵送いたします。
※プレゼントは、おひとり様1回限りとさせていただきます。
※運用指図者としてご契約が成立した方、他の運営管理機関から東海ろうきんに変更した方も対象となります。
※期間内にお申込みいただいてもご契約が成立しなかった場合はプレゼントの対象外です。
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全労済愛知推進本部（愛知県労働者共済生活協同組合）TEL：052-681-7741（平日9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始は除く） 
お問い合わせ先

新社会人のみなさんへ！新社会人のみなさんへ！
～必要な保障について知ろう！～

何のために保険（共済）に入るのでしょうか。

ライフステージに応じて必要保障額が変化します。

●お手頃な掛金でワイドな保障が魅力。
全労済は営利を目的としていません。だからどの共済も、お手頃な掛金で大きな保障を得ることができます。
●掛金は所得税の保険料控除の対象に。節税にも役立ちます。
団体生命共済などの生命系の共済は生命保険料控除、新総合医療共済などは介護医療保険料控除、新団体
年金共済などは個人年金保険料控除（税適プランのみ）、新自然災害共済は地震保険料控除の一部対象と
なり、節税に役立ちます。
●退職後も個人で継続して契約できます。
「会社で入っている保障は、退職したときに保障が切れるの？」そんな心配はいりません。退職後は新離退職
者団体生命共済や個人扱いの共済に保障を引き継ぐことができます。※加入内容により保障内容・掛金など
が変わる場合はあります。

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どなたでも
都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。

！？

◆必要保障額はライフステージとともに変化します。必要に応じて見直しましょう！

☆Answer   ： 何のために加入するのか、どんなリスクに対して備えるのかを確認することが大切です！

もしも、病気で死亡したら？
病気で入院・手術をしたら？
火災で家や家財が燃えたら？
運転中に事故を起こしてしまったら？
長生きしたら？

遺された家族の生活のためにお金が必要。
医療費を払うのにお金が必要。
建て替えや修理、再購入のためのお金が必要。
相手の治療費や損害賠償でお金が必要。
月々の生活のためにお金が必要。

特に、遺族保障については、「住宅に次いで高い買い物」と言われています。
（加入の仕方によっては、1,500万円近くも保険料・掛金を支払う場合もあります。）
誰でも同じではなく、その人の家族構成などライフサイクルに応じて加入するのが理想的です。

入 社 結 婚 出 産 子供独立 退 職

20歳代 30歳代  ～  40歳代 50歳代 60歳代 ～ 

就 学 住宅購入

配偶者
生活費

配偶者
生活費

子ども
生活費

教育費

配偶者
生活費

生活費

教育費

配偶者
生活費

配偶者
生活費

配偶者
生活費

ライフ
ステージ

生命保険（共済）を利用

老 後

教育費

生活費

配偶者
生活費

若くても病気やけがへの備えは必要
です！健康保険でカバーできない部
分を確保しましょう！

準備する入院保障日額の目安は
3,000円～10,000円

本格的な遺族保障は扶養家族ができ
てから準備しましょう！

独身期は万一の葬儀費用として
200万円～500万円を確保

全労済で
安心の

保障設計を。

◎Ｑｕｅｓｔｉｏｎ ： 加入するときの注意点は？

子ども
子ども子ども

子ども子ども
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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　年末年始を除く

http://www.heartfulcenter.jp/

快適に
住まう
快適に
住まう 「長く住み続けられる住宅」の維持保全

～床下・基礎の
　　点検と補修～

●　床下の点検では、床下の湿気の有無、土台などの部材の変色、基礎まわりの蟻道
（ぎどう）・蟻土（ぎど）※の有無について、目視や触診により確認し、腐朽、シロアリ、
さび等の被害の兆候がないかを点検します。

●　基礎（住宅の最下部のコンクリート部分）の点検は、床下及び住宅の外から行います。
●　基礎の床下換気口を、植木鉢や庭の道具などでふさいでいないか確認します。
●　基礎に、深く広いひび割れや、内部の鉄筋が見えるようなひび割れがないか確認
します。

●　点検結果の判断、下地腐朽、シロアリ被害等の対策は専門性が
高いので信頼できる業者への相談が必要です。

●　一般価格の半値のWEB広告や訪問販売には注意が必要です。
日本しろあり対策協会に加盟していない業者も見受けられます。

※床下で地下からシロアリが上がってく
るときに作る侵入道を蟻道、同様の塊
状のものを蟻土といいます。

廊下の床がプカプカしてきた シロアリ被害で下地がボロボロ

調査

～暖かくなる春、シロアリが急増します～～暖かくなる春、シロアリが急増します～
●　１年中活動しているシロアリですが、暖かくなる春先から
特に急増します。（4月～7月急増）

ど
ち
ら
も
調
査

お
見
積
り
無
料

住宅総合点検 シロアリ対策

ご契約者様には
「床下調湿材1坪分」プレゼント！

5,500円
（税込）

1階床 坪当たり・水回り改装
・外壁改装
・耐震診断
・耐震改修
・バリアフリー

住 宅 事 業 部
ハートフル事業部

0120-682-851
0120-101-810

ハートフルセンターの生活お得情報

●年 会 費…………

●カード有効期限 …
●申 込 先…………

1,000円
※全員一括加入団体は800円
2018年４月１日～2019年3月31日
所属団体（労働組合）窓口へ

※ご加入いただいた方には、ハートフルカードとガイドブックをお届けします。※ご加入いただいた方には、ハートフルカードとガイドブックをお届けします。

年度
2018 ハートフルカード会員を募集中！

男性 （独身） 30～43歳くらい
（労働組合のある企業勤務の方）
女性 （独身） 28～40歳くらい

男性 （独身） 30～43歳くらい
（労働組合のある企業勤務の方）
女性 （独身） 28～43歳くらい

出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー

会場

募集
人数

参加
条件

会費

東京第一ホテル錦
　　2Ｆ ブリランテ

＊ハートフルパーティー＊5月

2019.3.31

▲新年度ハートフルカード

20％～10％割引20％～10％割引
東海地区の提携飲食店などで東海地区の提携飲食店などで

ハートフルカードを使えば！ハートフルカードを使えば！

家族みんなで使えます

会場

募集
人数

参加
条件

会費

ホテルアソシア豊橋
　　　  ５F ザ・ボールルーム

男性・女性  各16名
※男性は労福協東三河支部にて募集

男性7,0００円
女性3,0００円

＊ハートフルパーティー＊6月

2018年6月10日 日

会場

募集
人数

参加
条件

会費

名鉄トヨタホテル
　　　7F  孔雀の間

男性・女性  各１8名
※男性は労福協豊田支部にて募集

男性6,0００円
女性4,0００円

＊ハートフルパーティー＊7月

2018年7月22日 日

一般財団法人

2018年5月20日 日

男性・女性  各１8名

男性6,0００円
女性4,0００円

男性 （独身） 25～35歳くらい
（労働組合のある企業勤務の方）
女性 （独身） 25～35歳くらい

住宅事業部 0120-682-851お問合せ・ご相談は
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◆国語教育の現場で見るに見かねて
　小牧市にある「南部コミュニティセン
ター・小牧南児童館みなみふらっと」に
丹羽典子先生をお尋ねした。先生は本業
の小学校の授業の後、ここに直接駆けつ
けられていた。
　「毎日のようにここで放課後にボラン
ティアの日本語教室をやってるんです」

（丹羽さん）。
　丹羽先生が、にわとりの会を始めた
きっかけは、言葉で悩む子どもたちと接
したことから。みんな、日常の生活会話
は早く覚えても、各科目の教科書で壁に
突き当たる。
　表意文字に馴染めないし、文化の違い
も大きい。例えば「春が来る」も母国に
四季がなければ意味不明だ。
　たくさんの事例を分析するうち、丹羽先
生は学年に関わらずみんな 2 年生の漢字
でつまずいていることに気が付いたと言う。
　「そこで、1 年生・2 年生の漢字カー
ドを考案していったんです。1 枚の中に
場面の絵、同音異義語や音・訓の使い
分けも含む北京語、広東語、英語、スペ
イン語、ポルトガル語、フィリピン語の
6 ヶ国語に翻訳したものが載ってます」

（丹羽さん）。
　今では発音も聞けるセンサーペンが加
わり、読んで、絵で見て、聞ける教材に
なっているが、この現場レベルの工夫の
論文こそが「SVP 東京」の目にとまっ
たものだった。

◆SVP東京の支援を受けNPOに
　「SVP 東京（ソーシャルベンチャー
ズパートナーズ東京 ）」は、社会的な
課題の解決に取り組む革新的な事業に
対し、資金提供と、経営支援を行う組織。
丹羽さんは 2012 年にその支援を受け、
にわとりの会をより事業性のある NPO
にしていった。
　「公務員なので経営とかは苦手だった
んですが、スカイプの会議で『丹羽先
生いいですか、これを売ってあなたは
食べていくんですからね』とネジ巻か
れちゃって。本当に勉強になりました」

（丹羽さん）。
◆活動を支えてくれる後継者も現場から
　にわとりの会が目差すのは、＊異なる
文化、言語の人々が認めあい共存できる
社会。＊外国と“つながる”ことで、複
数の文化的背景を持ち、複数の言語を
使う児童生徒が活躍できる社会。＊民族
や言語の違いによる紛争や差別のない
社会。
　「この活動もかれこれ 8 年続けてるか
ら、少なくとも 1600 人ほどと関わっ
たことになるかな。まだまだですけど
ね」（丹羽さん）。
　小学校 4 年にブラジルから来たヒオ
ゴ君もすっかり日本の生活に慣れ、今
や高校を目指す受験生。将来の夢は丹
羽先生のような仕事につくことだと言
う。それを聞いて丹羽先生はとても嬉
しそうだった。

「ここで勉強して見ませんか。私たちが待ってます」。
代表の丹羽さんの右隣はボランティアの松井愛先生。

事務局を務める娘の智子さんから中学での技術家庭の
宿題を教わるルカスくん。彼は最近歴史に興味がある。

「今、ヒオゴくんを東大に入れる会があるんだよね」。
「え、そうなの？」。彼は学校では合唱部のパートリーダーだ。

同じブラジルから来た先輩格の広・ヒオゴ君（左）と
ノゲイラ・ルカス君（右）は大の仲良し。

外国から来る子どもたちは聞いて理解はできても文字は読
めないので文字をペンでなぞって音が出るようにした。

■特定非営利活動法人 にわとりの会
  〒485-0037 愛知県小牧市小針1-201

TEL. 0568-72-7742
MAIL. info@niwatoris.org 

《翻訳ボランティア》
ホームページやにわとり式漢字
カードを英語、中国語、スペイン語、
ポルトガル語、タガログ語などの外国
語に翻訳していただけるボランテイア
の方を募集しています。

《寄付のお願い①》
外国に繋がる子どもたちが、読み書き
の力をつけ、夢を叶えられるよう、一人
でも多くの方に応援していただければ
と思います。
●寄付の方法
上記連絡先にご連絡いただき、以下 1）、
2）のいずれかよりお振込みください。
１）ゆうちょ銀行
　　記号 12100 番号 5969131
　　トクヒ）ニワトリノカイ
２）他金融機関から振り込まれる場合
　　店名二一八　店番２１８
　　普通預金　口座番号 5958913

《寄付のお願い②》
東海ろうきん NPO 寄付システム
＊毎月一口 100 円以上で 100 円単位。
＊ お決め頂いた一定金額をあなたの

東海ろうきん 普通預金口座より毎月
自動で振込みます。

＊振込み手数料は不要です。
◉お問い合わせ先
　東海労働金庫小牧支店
　 〒485-0039　小牧市外堀一丁目242 番地

  0120-69-0163

シリーズNPO No.25

　外国から日本に移り住む小学生などでは、母語の習得も不十分なまま日本に移らざるを
得ないので、母語と日本語の両方が未発達な状態＝「ダブルリミテッド」に陥り、各教科
の理解も遅れがちとなる。そんな状況をなんとかしよう！と、国語教師の丹羽先生は、今、
独自の教材をまさに教育の現場で試行錯誤しながら作っていっている。

無限の可能性を持つ子どもたちを
“ダブルリミテッド”にしないために
特定非営利
活動法人 にわとりの会

募集中

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

「会話での日本語と教科での文章の日本語では根本的
に違うんですよ」と話す代表の丹羽典子先生。
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