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大空への果てしない夢を
ボーイング787の翼に乗せて…

セントレアに昨年10月オープンした
“最新鋭機のテーマパーク”

シリーズ

あいちの
イイとこ
探檢隊 ⑭

フライト・オブ・ドリームズ（常滑市セントレア）
愛知県労働者福祉協議会

セントレアとシアトル・ボーイングとの
パートナーシップから実現した
ボーイング 787 ドリームライナー初号機の展示
（ZA001）

フライト・オブ・ドリームズ（常滑市セントレア）
シリーズ

あいちの
イイとこ

探檢隊 ⑭
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。

名古屋駅は2027年のリニア新幹線の開通を目指して地域の開発進行中。という事情は案外
通勤・通学で駅を使うので普段から目にしている。でも、空港エリアについては飛行機で通勤
ということがないのでしばらく行っていないと様子がずいぶん違う。今回取材した「フライト・
オブ・ドリームズ」がまさにそれ。航空産業が盛んなことでは世界的に知られる愛知だからこそ
の最新鋭機実機の室内展示。それだけでなく、お話を伺えば、ここが9月に開業予定の第2ター
ミナルや8月末開業の愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」への結節点としての機能が期待さ
れるという。この夏セントレアからは目が離せない。

◆ボーイングとセントレアとの絆から
めったにない初号機の寄贈が実現

5月のある日、取材陣はセントレア空港
のアクセスプラザで合流して現地へ。
立体駐車場連絡通路の動く歩道に乗って
国際線方向にしばらく行くと、壁面に飛行
機の絵が描かれた大きな建物が見えて来
る。昨年10月にオープンしたばかりとあっ
てまだ真新しい。
出迎えていただいた渡辺沙央里さん（中
部国際空港株式会社営業推進本部営業企画
部）
から、
まずはお話を伺った。
渡辺さんはこの施設の立ち上げ時点から
の担当。飛行機の寄贈受け入れ・施設の企
画・関係機関との調整やイベント企画など、
全ての面で関わる8名ほどのプロジェクト
推進グループのメンバーの1人だ。「この
787の主翼や胴体前部など全体の35％が
中部地域などで作られています。それらは

お話を伺った営業企画部の渡辺沙央里さんは、
施設の立ち
上げから企画・運営に携わる推進グループのメンバー。

2

船でセントレアに届き、ここから787の部
品を運ぶためにだけ作られた『ドリームリ
フター』という特別な輸送機でアメリカの
組み立て工場に空輸されます。
つまり、中部地域・セントレアは787に
とっては生産の重要な拠点の一つ。そんな
わけで、ボーイング787ドリームライナー
初号機（ZA001）が退役になると決まった
時に、里帰りの意味も含めてセントレアに
寄贈をとなったわけです」
（渡辺）
。

◆「シアトルテラス」と

「フライトパーク」商業エリアと
博物館の複合施設

「フライト・オブ・ドリームズ」は、＊2階
と3階が飲食と物販の商業エリア「シアト
ルテラス」と＊1階の787型機を中心とする
「フライトパーク」と名付けられたコンテン
ツエリア（有償）が合体した形で構成されて

約100tの重量を支えるランディングギア。
精緻なメカも間近に見られる。

いる。有償エリアの「フライトパーク」の受
付で手に透明インクのスタンプを押しても
らえば、
両方の施設を自由に行き来できる。
「カテゴリーでは博物館ではなく、展示エ
リアと商業エリアが合体した形の複合商業施
設。
『飛行機テーマパーク』という表現もし
ています」
（渡辺）
。
セントレア空港の中にも飲食店などはあ
るが、
「 シアトルテラス」では特にボーイン
グ創業の街シアトルならではのグルメや土
産物を集めているのが魅力。 特に２階の
787の右翼を見上げるフードコートは、宵
の町並みの雰囲気を模しておりムード満
点。
「シアトルテラス」に食事に来るだけで
も非日常の感覚が味わえる。

◆「フライトパーク」で楽しめる9つの

体験型コンテンツやワークショップ

①Fly with 787 Dreamliner：787と館内空

憧れの787のコックピット。
見学用に光を反射しないガラスで仕切られている
ので、
夢中になり過ぎるとおでこをぶつけてしまう。

④Sketch Airplane：最初に輪郭だけの台紙に自由に自分だけの飛行機をデザインし
（左）
、
スキャンすると、
ドームの中にそれが投影
される。
遠くに近くに何機もの飛行機が静かに乱舞する幻想的な空間。

翼の下から眺めるロールスロイス社製のエンジン。
近くで見ると圧倒されるほど大きい。

②Boeing Factory：実際に787が組み立てられるプロセスが
巨大なスクリーンに展開される。

４階から眺めると、
町並みに787が寄り添うイメージ。
実機の屋内展示では他に類を見ない国内最大規模。

米国外では初出店のオフィシャルストア
「BOEING STORE」
もぜひ覗いてみたい。

間全体に投影される映像と音のショー。
４階の観覧エリアから見ると、夢の世界
を787がまるで飛翔しているかのよう。
②Boeing Factory：世界最大規模のボー
イング・エバレット工場で、787が次々
に組み立てられる様子が繰り広げられ
る。
③Paper Plane Music Field：自分で折っ
た紙飛行機を光のゲート空間に飛ばし、
遊びながら飛ぶしくみを試行錯誤する
コンテンツ。紙飛行機が光に触れると色
が変わり、音が響く幻想的な仕掛け。
④Sketch Airplane：紙に描いた飛行機を
スキャンすると、それがドーム空間内を
飛び回る。専用タブレットで操縦も。
⑤Airline Studio：CAさんの仕事を仮想空
間に入り込んで体験するコンテンツ。
⑥ZA001 Flight Deck：787の電子装置
満載のコックピットを実際に見られる。
⑦787 Dreamliner Explorer：787のまわ
りを歩きながら、スマホで飛行機のパー
ツを集めていくアプリのコンテンツ。全
て集めると、787図鑑が完成する。
⑧The Museum of Flight Learning
C e n t e r（ シ ア ト ル 航 空 博 物 館 ワ ー ク
ショップ）
：世界最大級の航空博物館
「シアトル航空博物館」の教育プログラ
ムによるワークショップ（材料費など参
加料が必要な場合も。 土日祝を中心に

不定期開催）
。
⑨787 Simulator：本格的な操縦シミュ
レーター。インストラクターの指導で、
787実機の操縦にチャレンジ（有償。事
前予約が必要）
。
「飛行機を置いただけでは面白くな
い。 子供たちも飛行機について遊びな
がら学んだりできればと、今大人気の
「チームラボ」と一緒に、1階のコンテン
ツを企画しています」
（渡辺）
。

◆第2ターミナルや

「Aichi

Sky Expo」
への結節点と
しての近未来像

「3階から入った通路の奥は現在行き止
まりになっていますが、その先では今空港の
第2ターミナルが9月オープンを目指して
建設中です。さらにここの東側には8月末
に『愛知県国際展示場Aichi Sky Expo』も
オープンします。なのでこの
『フライト・オ
ブ・ドリームズ』は第2ターミナルと展示場
の結節点にもなります」
（渡辺）
。
そう言えば、ここへの道中に動く歩道か
らまわりを見渡して、なんだか大工事が進
められているなとは思ったのだが…
「『フライト・オブ・ドリームズ』が昨年10
月12日にオープンして以来、今年5月末ま
でに100万人のお客様にご来場いただきま

した。第2ターミナルと展示場がオープン
すれば、お客様もさらに増えることになり
ますね」
（渡辺）
。
飛行機利用のためだけではなく、世界に
開かれた場としての独自の魅力を発信す
るセントレア。それに繋がる「フライト・オ
ブ・ドリームズ」はさらなる魅力増強への
序章に過ぎないのかもしれない。
＊
＊
＊
あとで気がついたのだが、
「セントレア」
は空港の名だけでなく住所にもなってい
る。そのあたりにエリア開発の未来像がま
だまだ秘められているのではないだろうか。

FLIGHT OF DREAMS
フライト・オブ・ドリームズ
https://flightofdreams.jp

愛知県常滑市セントレア1-1
FLIGHT OF DREAMS

TEL：0569-38-1195
●営業時間
【FLIGHT PARK】
10:00 〜17:00
（最終入場 16:30）
毎週土曜日のみ10:00 〜19:00
（最終入場 18:30）
【SEATTLE TERRACE】
飲食店 10:00 〜 22:00
物販店 10:00 〜 18:00
※店舗により営業時間が異なります。
●休館日 年中無休
●入場料 2F、3F のシアトルテラスは入場無料
1F フライトパークへの入場は入場料↓が必要
《 FLIGHT PARK TICKET》
入場料

個人

団体
（20 名以上）

大人（中学生以上）

1,200 円

1,100 円

800 円

700 円

子供（3歳〜小6）
※3歳未満は無料。

※団体入場料の適用には事前予約が必要です。
※障害者手帳をお持ちの方はご本人、
付添の方
（1名）
とも大人600円、
子供400円。

心安らぐ宵闇の中に拡がるシアトルの町並みを演出した
「シアトルテラス」
では本場のグルメが味わえる。

①Fly with 787 Dreamliner：一定時間おきに繰り広げ
られる映像と音のショーは今にも飛び立ちそうな迫力！

前号 No.196 号の表紙で「丈山苑」と表示すべきところ
印刷工程上の事故で「苑」だけとなってしまいました。
訂正してお詫び申し上げます。
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愛 知 労 福 協

環境ボランティア

海岸清掃

2019年5月26日 参加：30名
場所：蒲郡 竹島海岸

ライフアップセミナー
「南海トラフ巨大地震に備える…」
2019年5月12日
参加：160名
場所：刈谷市産業振興センター

小ホール

2019年担当者研修会

2019年5月16日
参加：32名
場所：名
 鉄会館・ストリングス名古屋・名古屋四季劇場

支部だより
第37回ソフトボール大会

連合豊田地協メーデー協賛

会員代表者会議

①第22回藤まつり写生大会

写生大会

第18回海外ツアー

②第42回海部地区卓球大会

2019年4月7日～4月20日
参加：1800名
場所：4市5町公共施設等

①ボウリング大会

第36回支部ソフトボール大会

第18回チャリティーゴルフ大会

2019年5月19日 参加：135名
場所：東芝ライフスタイル グランド

2019年4月20日～5月5日
参加：441名 場所：津島市天王川公園
2019年5月19日
参加：106名 場所：愛西市佐織体育館

2019年3月26日 参加：25チーム 75名
場所：コロナキャットボウル小牧

②ソフトボール大会
2019年5月11日
場所：村中運動場
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参加：10チーム 150名

2019年5月11日 参加：1500名
場所：サンアートみよし

2019年5月18日
参加：144名
場所：豊田合成㈱グランド

2019年5月15日
参加：48名
場所：名鉄トヨタホテル

2019年5月22日～5月25日
参加：52名
場所：台湾周遊4日間の旅

2019年5月21日
参加：43名
場所：ベルフラワーカントリー倶楽部

第7回支部文化交流会

春季全体会議

春季会員全体会議

第23回家族ボウリング大会

第21回ソフトボール大会

①ホテルブッフェとBリーグ観戦

②第37回ソフトボール大会及び
社会貢献活動（清掃活動）

第33回ソフトボール大会

海外ツアー

潮干狩りを楽しむ家族のつどい

2019年5月15日 参加：76名
場所：ストリングスホテル名古屋・
劇団四季
「ノートルダムの鐘」

2019年4月8日
参加：39名
場所：東海労働金庫本店 別館6階 第8・9会議室

2019年3月17日 参加：84名
場所：ホテルナゴヤキャッスル・
ドルフィンズアリーナ

実務担当者研修会

2019年4月22日
参加：32名
場所：近江・長浜方面

2019年5月18日 参加：32名
場所：
「京都舞妓さんの京舞観劇と

世界文化遺産二条城見学」

2019年5月11日
参加：45名
場所：スポルト名古屋

2019年4月7日 参加：20名（8チーム）

場所：三菱電機守山グランド

2019年5月17日～5月21日
参加：22名
場所：ハワイ・ホノルルステイ5日間

愛 知 労 福 協

第34回福祉事業団体担当者・書記研修会

2019年4月25日
参加：51名
場所：東海労金金山支店

2019年5月18日
参加：109名 7チーム
場所：新宝緑地運動公園 野球場

2019年5月11日
参加：187名
場所：新宝緑地運動公園

2019年4月21日
参加：796家族
場所：西幡豆 鳥羽海岸
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愛 知 労 福 協

愛知労福協第51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～
◆ 2019年度推進活動の2つの柱 ◆
1. 労働福祉運動の基盤強化と実践
2. 社会貢献・社会的連帯活動の推進

● 2019年度 役員体制
（三役）●
■
■
■
■
■
■
■
■
■

会
長 … 畑 慎一（UAゼンセン）
副 会 長 … 豊田 弘（情報労連）
副 会 長 … 木戸 英博（JAM東海）
副 会 長 … 棚橋 孝二（東海労働金庫）
副 会 長 … 笠島 邦夫（全労済愛知推進本部）
副 会 長 … 綱木 富夫（愛知県労働者福祉基金協会）
常 任 顧 問 … 佐々木 龍也（連合愛知）
事 務 局 長 … 清水 貞雄（専従）
副事務局長 … 中谷 晴隆（専従）

愛知労福協は、5月23日に全労済愛知推進本部の「アビタン大ホール」において、第51回通常総会を開催し、2019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、これまで5項目としていた活動の柱をわかりやすく2点に集約
して、
それぞれに関連する具体的な取り組みを進めていくことを確認しました。

▲第51回通常総会

▲畑会長あいさつ

第42回労働福祉功労賞受賞者の４名を表彰
愛知労福協第51回通常総会において、第42回労働福祉

して、
引き続き労福協活動へのご支援をいただきます。

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

労働福祉功労賞は1978年
（昭和53年）
に発足以来、
歴史

動に顕著な功績のあった4名の方（出席者1名）に、労福協

を積み重ね、
今回の受賞者を含め196名の方々が顕彰され

から表彰状・ブロンズ像・バッチ等を、
愛知県からは知事感

ました。

謝状が贈呈されました。今後は、
「ブロンズの会」の会員と
◆ 第42回労働福祉功労賞受賞者 ◆
氏

名

経

歴

浅井

昇

氏

愛知労福協副会長、愛知労済副理事長など

清水

俊治

氏

愛知労福協岡崎額田支部支部長、愛知住宅生協・基
金協会理事など

盛林

克浩

氏

愛知労福協知多支部事務局長など

渡邊

憲司

氏

愛知労福協名古屋中支部支部長、基金協会理事など

▲左

畑会長

右

盛林氏

愛知労福協創立50周年記念レセプションを開催しました
5月23日（木）、第51回通常総会の終了後、サイプレスガー
デンホテルにて「愛知労福協創立50周年記念レセプション」
が開催されました。
来賓として大村愛知県知事はじめ多くの皆さまにご出席
いただき、中国江蘇省総工会からのお祝いメッセージなど
も披露され、
たいへん華やかなレセプションとなりました。
今回のレセプションは愛知労福協創立50周年記念事業の
一環で、記念誌の発行、各支部での記念イベントの開催を予
定しています。
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▲愛知労福協創立50周年記念レセプション

▲畑会長あいさつ

愛 知 労 福 協

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7日～8日の

両日、熊本市のメルパルク熊本において380名を
超える参加者を集めて開催されました。来賓あい

さつでは、蒲島熊本県知事とご当地キャラクター
のくまモンから、震災復興支援に対する謝意が述
べられました。今回の研究集会は、
「支え合い・助

▲蒲島熊本県知事とくまモン

▲パネル討論

け合いで、誰ひとり取り残さない福祉社会を！」をテーマに、特別講演として、特定非営利活動法人 抱樸 理事長の奥田
知志氏の講演、基調講演として、中央大学法学部の宮本太郎教授の講演を受けた後、事業団体、生協等の5人のパネラー
によるパネル討論が行われました。

本研究集会において、労働者福祉運動の柱のひとつである「共助の輪の拡大」を様々なネットワークを通じて、地域で

実践し拡大するためには何ができるかを考察し、
今後の政策提言、運動につなげていくことを確認しました。

ブロンズの会施設見学会を開催
愛知労福協の労働福祉功労賞受賞者で構成す

る「ブロンズの会」の恒例行事となりました施設
見学会が、5月16日に14名の会員が参加し開催
されました。

午前中には、貸切バスにてセントレアの滑走路

見学ツアーに参加し、日頃立ち入ることのできな

い滑走路からの風景を楽しみました。午後からは

▲セントレアまるわかりツアー

▲フライトオブドリームズ

同じくセントレア内でボーイング787の実機の展示で知られる「フライトオブドリームズ」を見学し、飛行機にまつわ
る見聞を広めるとともに、
ボーイング発祥の地、
米国シアトルの雰囲気を味わいました。

労 福 協 友 の 会

第13回定期総会を開催
4月5日（金）午後2時から、れあろ6階大会議室で開催

れ、会員拡大、社会貢献、友の会活動の充実、各福祉事業団

しました。総会では和田会長のあいさつに続いて県労福

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

協より畑会長、連合シルバー倶楽部より東会長、各福祉事

ました。そして、総会後には、黄昏亭駄らく、京家旬花、槍

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

田家志ょ朝の三名の出演による落語会を楽しむことがで

きました。2019年度の活動方針案、予算案ともに承認さ

きました。

▲来賓の皆様

▲上演中の黄昏亭駄らく氏

愛知県労働協会

▲和田会長挨拶

令和元年 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。

～受講者募集のお知らせ～

労働法講座Ⅰ
場 所

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

受講料 13,000円（5日間・税込み）

９／ 2（月） 18:45～20:45 パワハラ・いじめの法的解釈から考える問題解決の手引き
９／ 5（木） 18:45～20:45 同一労働同一賃金ルールと格差是正のための法制度
９／10（火） 18:45～20:45 労働時間管理の再確認と取扱いに関する法的留意点

９／18（水） 18:45～20:45 雇用の多様化に伴う就業規則の整備・見直しのポイント
９／26（木） 18:45～20:45 ５年で最大３４万人！外国人労働者の受入れ拡大に向けた実務対応
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://www.ailabor.or.jp/rodo/ ＴＥＬ
（０５２）
４８５－７１５４ FAX（０５２）
５８３－０５８５
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連
合
愛

第90回愛知県中央メーデーを開催！

知

連合愛知は、4月27日（土）に久屋大通公園エンゼル広場に
おいて「格差をなくし、平和を守る！笑顔あふれる未来をつくろう
すべての仲間の連帯で！～実現しよう！仲間づくりで1000万人連
合～」をスローガンに、第90回愛知県中央メーデーを開催し約
3000名が参加しました。
オープニングでは、連合
埼玉加盟のプランニングユ
ニオンによる「労働戦隊クラ
シノソコアゲンジャーショー」
を催し、青年委員・女性委員
も出演して会場を大いに盛り
労働戦隊クラシノソコアゲンジャーショー
上げました。
その後、佐々木実行委員
長より「本年の春闘とりわけ
賃上げの取り組みは、先行
する大手・中堅の労組が3月
13日以降回答を引き出して
いますが、中小やサービス
挨拶に立つ佐々木実行委員長
関連は現在も取り組み中とい
う労組が多数あります。昨年に引き続き中小や中堅労組が大手
を上回る傾向が顕著に表れており、この流れを波及させていくよ
う構成組織の皆さんと連携を取り進めていきます。次に働き方に
ついて、4月から働き方改革関連法が施行されていますが、大前
提である36協定の締結が労働組合の無い多くの事業所で結ばれ
ていません。これは労働基準法で定められており、すべての事業

所で使用者と労働者代表が「時間外労働と休日労働に関する協
定」を締結しなくてはなりません。
『Action!36』と銘うった運動
により36協定を広く社会に認知されるように取り組み、あわせて
適正な運用という観点からも労働組合を作っていく取り組みも進
めていきます。最後に、労働条件の改善や働く者・生活者のため
の政策を実現するには、労働者の団結が必要不可欠です。今後
も連合愛知に集う仲間が一致団結し、
『働くことを軸とする安心社
会』の実現をめざして取り組んで行くことをお願いします」との
挨拶がありました。
続いて、来賓として高﨑愛知労働局長、大村愛知県知事、古
川国民民主党愛知県連代表、近藤立憲民主党愛知県連代表が挨
拶されました。
特別報告では、電力総連 中電興業労働組合の河口委員長から
「労働組合の結成を決意した経緯、労使関係の確立と要求により
実現した内容」について報告がな
されました。
続いて、メーデーアピール（案）
を大久保副実行委員長が読み上
げ、参加者全員により採択されま
した。最後に豊田副実行委員長
の閉会のあいさつで式典を終了し
ました。
2019名古屋地協
式典後行われた2019名古屋
メーデーフェスティバル
地協メーデーフェスティバルでは、
各ブースに多くの方が来場し、楽しいひと時を過ごしました。

連合愛知クラシックコンサート「名フィルと共に」を開催
Spring Concert 2019

～『四季』と春の喜びを歌う～

連合愛知は4月13日（土）に、愛知県芸術劇場コンサートホー
ルにおいて、クラシックコンサート「名フィルと共に」を開催しま
した。今回のコンサートには1,468名の方にご参加を頂きました。

名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏

コンサートは「Spring Concert 2019 ～『四季』と春の喜び
を歌う～」と題し、松村秀明さん指揮による名古屋フィルハーモ
ニー交響楽団の美しい演奏と、奥
村愛さんの春の訪れを感じさせる
ヴァイオリン演奏を堪能しました。
親子づれや若い方たちにも大
勢参加して頂き、クラシック音楽
を通じて地域文化の振興につなげ
ることができました。
なお、今回も託児所を設置して多
くのご家族にご利用を頂きました。
ヴァイオリニスト

奥村 愛さん

連合愛知青年委員会「2019ふれあいフェスティバル」を開催
連合愛知青年委員会は、5月25日
（土）に神戸館錦通店にお
いて「2019ふれあいフェスティバル」を開催しました。
このふれあいフェスティバルは、若年層組合員の組織の枠を

集合写真
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越えた交流の場の提供と、連合愛知ならびに連合愛知青年委
員会の活動への理解と参加促進などを目的に開催しています。
本年度は、構成組織・加盟組合から124名の参加を頂きました。
ふれあいフェスティバルは、連合愛知を代表し中島副事務局
長の挨拶によりスタートし、その後、参加者はグループに分かれ
て「謎解きゲーム～時限爆弾を解除せよ！～」で爆弾解除のた
めの謎を解き進める体験型ゲームを、グループで協力しながら
楽しみ大いに盛り上が
りました。ゲームの後
は金嶋青年委員会副委
員長の乾杯の発声によ
り交流会をスタートし、
異業種間での交流を深
めました。

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきん の

マネートラブル講座 ④
こんな手口、あんな手口

試供品あげます
から、アンケートに
答えてもらえ
ません？

相手は
「だましのプロ」

お礼に、
お肌
診断をしてあげ
ましょう♪

「キレイになりたい」「異性から好かれたい」「お金持ちになリた
い」……誰もが抱いているそんな願望につけこむのが悪質商法で
す。とくにクレジット契約ができる20歳を過ぎたばかりの若者が
狙われています。とにかく相手は人をだますプロ。「自分だけは大
丈夫」という人ほど危険です。手を替え品を替えて現れる「だまし」
の手口、でも根は同じなのです。

興味あるし···
はい？

若者が狙われている！

キャッチセールス①

世の中にはあの手この手で
ける悪質 商法が 後を断ちませ
ん。強引にクレジット契約を結
ばされ、返 済に行き詰まり多

！
！

重債務に陥る例もあります。
「自
分は大 丈 夫 」と思っていても
きない契約は絶対にしない、と
いう心がまえが必要です。仮に
契約してしまっても解約や取り
消しなどの解決策があります。

このセット
でお手入れ
。
すれば
赤ちゃん肌
のままよ。

相手はだましのプロ。納得で

あら、大変！

このままだと、
あなたの肌
将来しみだらけよ

高額の商品やサービスを売りつ

O
K

クレジット契約書
30万円
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こくみん共済
愛知推進本部

2219Z003

coop 全労済 愛知推進本部

夏は
は、海水浴、キャンプ、山遊びなど
びなど、
大人にとっても
にとっても子どもにとっても
にとっても
アクティブになる
！
になる季節です。
です。
お子さまの保障で
お支払いが一番多いのは

「けが」
です。

●「こどもの保障」支払額
その他

4.8％

死亡（本人・扶養者）11.2％
病気（入院）20.9％

けが
（通院・入院）

共済金
お支払い総額
34億8,100万円

63.1％

※2017年度「こくみん共済」キッズタイプ、キッズワイドタイプの共済金支払いデータ（四捨五入）

1,200円

月々の掛金

入院したとき
入院時諸費用サポート

日帰り入院も
保障

日額
日額

5,000円
+
5,000円

日額

10,000円

50,000円

骨折・腱の断裂・関節の脱臼をしたとき
通院したとき（交通事故・不慮の事故）

入院保障は

日額

2,000円

今回の制度改定により、子育て世代のサポートも充実！
育児の悩みから進路相談まで、子育て・
教育のエキスパートがメールで直接お答えします。
●お子さまの勉強

●パパ・ママの育児

学習相談、
進路相談など

妊娠・出産に関する相談、
離乳食のアドバイスなど

相談スタッフ：大学講師、予備校講師など

相談スタッフ：保育士・看護師など

お問い合わせ先

詳しくはパンフレットをご確認ください。

TEL 052-681-7741

たすけあいから生まれた保障の生協です。

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）
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こくみん共済

無料 こくみん共済
こども相談室
相談こども相談室

（平日9：00～17：00

土・日・祝日・年末年始は休業）

こくみん共済 coop 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、相互扶助の精神に
もとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨
に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各
種共済制度をご利用いただけます。

福祉基金協会

ハートフルセンターの生活 お 得 情報

雷 の正 し い 基 礎 知 識

快適に
住まう

雷が落ちると瞬間的に3,000～4,500Vもの高電圧が
流れます。この高電圧が、①電話線②電源線③アンテナ
④大気中を通って家の中に侵入し、電気機器の故障・
誤作動などを起こします。TV・パソコン・周辺機器の
故障や発火の原因にもなります。

い
最も多 の
」
圧
「高電 因
原
発生

電子機器などに内蔵された半導体集積回路は、過電

た吸収素子が高電圧を吸収することで、接続機器を
守ります。

雷（高電圧）の侵入経路
経路3

経路4

アンテナ

大気

経路2

圧・過電流に大変弱いため、ほとんどは通信系に集中
して機器破壊が起こります。「雷ガード」は内蔵され

～大切な機器を雷から守ろう！～

電源線
経路1

コンセント

電話線

コンセント・TV・パソコンの保護
アース端子
付き

絶縁
キャップ

高電圧吸収素子内蔵で
安全に雷をガードできる
電源アダプタ。

お問い合わせ・ご相談は

住宅事業部

ン
通常プラ
男性・女性

人

数

会

費 男性

ともに
独身の方

各１８名

※男性は労働組合のある企業勤務の方

6,0００円

女性

4,0００円

受付時間 13：30～13：50

パーティ情報を
ハッピーブライダル
随時更新中！ モバメル会員募集中！
パーティーの開催案内を定 期的
に配信。独身の方ならどなたでも
登録OK!

詳しい開催内容
とお申し込みは、
ホームページを
ご覧ください

ハートフル住宅事業部

検索

出会いパーティー

8/4 名古屋東急ホテル
10/6 キャッスルプラザ
（名駅）
（名古屋栄）
日
日
●
●
参加 男性・女性とも
参加 男性・女性とも
条件 32歳～47歳くらい

名古屋東急ホテル
8/31 キャッスルプラザ
（名駅） 10/27
（名古屋栄）
土
●
日
●
参加 男性・女性とも
参加 男性・女性とも
条件 30歳～45歳くらい

条件 28歳～43歳くらい

※11月開催は9/1より受付いたします。

9/8 東京第一ホテル錦
（名古屋栄）
日
●
参加 男性・女性とも
条件 40代・50代

新企画‼

9/14
土
●

0120-682-851

電源線
電話線

条件 32歳～47歳くらい

開催時間 14：00～16：30

ハートフルカード&ガイドブックを
はじめてご参加の
方にプレゼント!

モジュラー
ジャック

パソコン

モデム

カジュアルパーティー

手ぶらで気軽に
ご参加ください

恋活BBQパーティー
バーベキューパーティーには、仲良くなれる
きっかけがいっぱい！自然と会話も弾みます。
グループでの参加も大歓迎！
バーベキューを楽しみながら、気軽に恋活
してみませんか？

開催場所 BBQPIT
（バーベキューピット）

ららぽーと名古屋みなとアクルス1F

（地下鉄名港線 港区役所駅より徒歩約2分）

参加条件
募集人数
受
付
開催時間
参 加 費

男性・女性とも
（独身）20代・30代
男性・女性

各40名

11：00
11：30～14：30
男性 4,500円
女性 4,000円

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.heartful.or.jp/

住 宅 事 業 部
ハートフル事業部

0120-682-851
0120-101-810
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シリーズNPO

特定非営利
活動法人

No.30

アスクネット

東海ろうきんの
「NPO寄 付システム」が
応 援しています。

就活の場面でのインターンシップは、特定の職業に必要な知識・技能・能力・態度を育てる
“職業教育”が一般的。しかし、アスクネットが推進するそれは、一人一人の社会的・職業的
自立に向け、必要な基盤となる能力や姿勢を育てる“キャリア教育”。中・高生の段階からの、
就職を前提としない学びとしての、主体的な姿勢を育む「インターンシップ」だ。

◆学校の枠を超える“キャリア教育”
この組織の前身は1999年にスタート
した愛知私学教育ネット。ここでは当初
か ら 学 校 の 枠 を 超 え た 教 育 コミュ ニ
ティづくりや、それらを通じて学 校教育
の現場をサポートするさまざまな講演や
セミナーなどのイベントを実施していた。
やがて、そのムーブメントは各学 校に
も拡がり、市民講師・社会人講師を学校
内に派遣していく事業が始まった。
「その成果を礎に、2001年には、市民
が参加しやすく、継続的に発展する組織
作りをと『愛知市民 教育ネット』と改称
し、N P O 法 人格 を取 得。20 0 5 年には
『アスクネット』と名を改め今の形にな
りました」。そうお話しいただいたのは、
アスクネットで 認 定 キャリア 教 育 コー
ディネーターを務める小柳真哉さん。
通常の学校の授業では、国語・数学・
理科などの抽象的な知識は学べる。しか
し、将来社会に出ての、働くことの意味
や意義を学ぶことまでは難しい。そこで
中・高生に、将来へと繋がる“キャリア
教育”が求められることになる。
◆さらに現場で学ぶインターンシップに
それは、学 校 の中へ入り込む社 会 教
育・社会学習とあわせて、もう一方では
学 校の外の、実際の仕事の現場での体
験学習に自然と結びついていくことに。
こうしてそ の 活 動 は 結 果 的 に 本 来 の
“キャリア教育”の「インターンシップ」

へと結びついていった。
「キャリアは当人が主体的な意思・意
欲をもって身につけていく資質。それを
あくまでも本人視点でサポートしていく
のが“キャリア教育”です。混同されがち
ですが、
“職業教育”というのは特定の仕
事で求められる技術についての教育です
から。」（小柳）。
アスクネットが推進するのは一人ひと
りの生徒の視点に寄り添う「インターン
シップ」。現在、趣旨に賛同してCSR活
動の 一 環として取り組む企業 などの協
力で、多数の中高生らがこれに参加して
いる。
◆「2022年までに主体的な18歳を育む」
「…というのがこれからのアスクネット
の大テーマ。従来の学習指導要領では、
知識や技術が重視されていました。しか
し最新の学習指導要領では、それらをど
う社会に活かすか、そこから当人が主体
的にどう考え行動するかがより重視され
ています」（小柳）。
アスクネットでは、
「一般社団法人キャ
リア教育コーディネーターネットワーク
協議 会」による「キャリア教育コーディ
ネーター」資格を取得するためのより実
践的な育成研修を実施している。アスク
ネットの活動がさらに拡がっていけば、
今社会的な課題となっている「働き方改
革」も、より血の通ったものとして実を結
ぶことになるのではないだろうか。

この仕事は
人の可能性を
耕す仕事だと
思います。

学校と地域社会を繋ぐ“耕し人”

アスクネットのチームリーダー小柳真哉さんは
自身のかつての就活体験からこの仕事を選んだ。

■特定非営利活動法人 アスクネット
（ASK- NET）
〒456-0006
名古屋市熱田区沢下町8-5 愛知県私学会館東館3階
TEL. 052-881-4349 FAX. 052-881-5567
H.P. http://www.asknet.org/
MAIL. info@asknet.org

「キャリア教育コーディネーター育成研修」
年 1 回のコーディネーター育成研修に参加
して認定資格試験に挑戦してみませんか。
【①実践基礎講習】
（ワークショップ研修）
◆7月28日
（日）
：コーディネーター概論
◆8月17日
（土）
：学校組織・子どもの現状
◆8月31日
（土）
：キャリア教育・教育行政
◆9月 7日
（土）
：プロジェクトマネジメント・
プログラム開発・教育CSR
◎費用：81,000円
（税込）
+別途、
公式テキスト
（2,160円・税込）
◎会場：ウィンクあいち
◎定員：30名
【②実践コース】（座学＋実地研修）
◆10月5日
（土）
：授業コーディネート準備
◆10月〜12月：学 校 講 座 ヒ ア リ ング・
授業案作成・講師との打ち合わせ等
◆11月9日
（土）
：当日授業コーディネート
◆12月〜 1月：当日の授業運営の実施
◎費用：75,600円（税込）
◎会場：ウィルあいち
◎定員：15名
①②を修了後、キャリア教育コーディネー
ターの認定試験を受けることができます。
●問い合わせ先：上記連絡先
コーディネーター育成研修担当／加藤・山本

《寄付のお願い》
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
東海労働金庫金山支店
百貨店などの専門の講師を招いてのマナー講座。
接客技術だけでなく礼節の精神もキャリアとして学ぶ。

地域の伝統工芸の現場でのインターンシップでは地域社会の
中での地場産業の意味も学んでいく。

東北復興のアンテナショップでのインターンシップ。
生徒にはその意義もあり貴重な体験に。

介護の仕事でのインターンシップ。プログラムを終えた生徒
の中には資格取得の勉強を始める人も。
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企業の CSR 活動の一環として、会社の従業員が講師を務め
る小学生を対象とした理科実験。
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