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今も残る旧東海道の宿場町で
江戸時代のお殿様や旅人の
思いを味わってみませんか

シリーズ

あいちの
イイとこ
探檢隊 ⑯

二川宿本陣資料館
（豊橋市）
愛知県労働者福祉協議会

旅が盛んだった江戸末期の
大名や庶民の"旅文化"と
街道の交通・物流事情に触れる
シリーズ

あいちの
イイとこ

探檢隊 ⑯
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。

二川宿本陣資料館（豊橋市）

東海道と言えば、京の三条大橋と江戸の日本橋を結ぶ街道。江戸期には京と江戸の間は徒歩でほぼ2週間の旅程だったと言う。
今回、
「イイとこ探検隊」
が訪れた
「二川宿本陣資料館」
には、150年ほど前まで大名の参勤交代などで使われていた
「本陣」
、つま
り当時の“セレブ ”の宿と、庶民の宿
「旅籠屋」
の両方が当時のままに残されている。さらに建物だけでなく、当時の人々の旅の
文化と街道の交通・物流に関する資料展示も現物資料・精密なジオラマ・文化財の忠実なレプリカなど引き込まれるものばかり。
すぐ前の旧東海道も昔の面影が色濃く、当時への想像力を深めるにつれ、ひとときの
“タイムトリップ ”
が味わえる。

 襲や開発を免れ今に残る
“二川宿”
◆空
本陣と旅籠屋と商家が旧街道沿いに

二川宿は東海道五十三次の33番目の宿
場町。幕末の頃にはこの53の宿場町に111
軒の本陣があった。しかし今では東海道で
残っている本陣は、滋賀県の草津宿の本陣
とここだけ。この二川宿では資料館で江戸
期の旅文化に触れたり、本陣とすぐ隣の旅
籠屋とを比較して見られたりする。
学芸員の早野祐美子さんにお話をうかが
う。
「中山道などで残っている本陣はありま
すが、
東海道では、
戦時中は空襲も多かった
し、
都市開発が進んだりで‥」。
本陣の制度がなくなった廃藩置県後には、
本陣の一部を改修して、当主はここで醸造
業を営んでいた。それを昭和60年に、豊橋
市に寄贈。市では古文書の図面に基づき、3
年の歳月をかけていったん解体し、昔のも
との姿へと忠実に再現していった。
旅籠屋の方は平成17年の施設のリニュー
アルオープン時に個人から市に正式に寄贈
され、企画展示室の増築と合わせて修繕・

お話を伺った学芸員の早野さん。
資料室の本棚には資料がびっしり。
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再現し、今の形になったという。
「前の通りも舗装されてはいるものの道
幅も形も昔の東海道のままです」
（早野）
。
そう聞くと、参勤交代の行列や旅姿の行
き交う人々の姿が目に浮かぶようだ。

 平の江戸時代、
幕末の頃の旅事
◆泰
情日記から読み解く旅人のフトコロ

資料館には、克明に記された旅日記など
が残されていて、そこから読み解くと、当時
の旅の状況がよくわかる。
「例えば、この文書。吉田藩士（豊橋）一行、
藩士と息子と荷物持ちの家来の3人が、江戸
日光参りで45日間の旅でいくらかかったか
の記録です。それによると、お米の価値を基
準として1日1万8千円かかっています。45日
間を3人で旅しているので、総額80万円ぐら
いでしょうか、今の基準からはけっこう安い
かなと。
でもまあ歩いてますからね」
（早野）
。
当時のお金（実物）の展示もある。時代劇
で見るような1両小判は約8万円相当。
1/4両が分。そのまた1/4分が朱。250分が

1朱‥と細かくなるが、お札は藩札しかな
かったので、ほとんどがこうした金貨や銀
貨。
1両はまず庶民は持てなかった。
旅人は着物の襟に縫い込んだり荷物のあ
ちこちにお金を隠して旅していた。金貨・銀
貨は重いし、細かいお金を使い分けるのも
さぞかし大変だったことだろう。

 戸幕府260年の歴史の中で洗
◆江
練されていった物流マネジメント

「宿場のもう一つの機能に“問屋場”つま
り荷物を運ぶ物流の役割がありました。
宿場では人足100人・馬100匹を常に用
意しておかなければいけなかったんです。
その荷役も、前の宿場の問屋場から次の
宿場の問屋場まで荷物を運び、そこで人足
と馬をその宿場の問屋場のものと交代し
て、次の宿場の問屋場まで運ぶ。つまり2つ
先の宿場までそのまま行っちゃえというの
はご法度でした」
（早野）
。
幕府のきまりとしての人足の受け取る証
文などがちゃんと残っている。貨幣体系と

基本的には、ウィンドウに資料や現物（もしくはレプリカ）。 本陣に残されていた当時の宿泊者の記録（市の文化財のレプリカ）。記録として
パネルには詳しい解説が展示されている。
の緻密さもさることながら、額に入れて飾っておきたいほどの美しさだ。

豊橋市
二川宿本陣資料館
参勤交代の様子を表したジオラマ。資料館の館内に
は表情豊かなジオラマがいくつかあり楽しめる。

https://futagawa-honjin.jp/
〒 441-3155 豊橋市二川町字中町 65 番地
TEL：0532-41-8580
●開館時間 / 9：00 〜 17：00
（ただし入館は 16：30 まで）

二川宿の全体像を見渡せるパノラマ。上部には現在の航
空写真、手前平面には昔の姿を現すジオラマ、その間に
は二川宿の土地の区割りが配されている。
こうして見ると、一定の間口で細長い各戸の区割りが
まさに「うなぎの寝床」状なのがよく分かる。

●休館日 / 月曜日（祝日または振替休日の
場合はその翌日）
、12/29 〜 1/1
●入場料 /（ ）内は各前売り・
〈 〉は団体料金
＊一般：400 円（320 円）
〈320 円〉
人気のイベント
「二川宿本陣まつり」
「ひなまつり」
。
いくつもの段飾りが飾られまさに壮観のひとこと。

いい、きめ細かな証文・宿泊記録といい、そ
の仕組みも書式スタイルも実に洗練されて
いる。しかも誤字一つなく毛筆で書かれて
いるのには感心するばかりだ。
「江戸期に旅が盛んだったのは、戦乱の世
と違い、制度面でも安全な時代が長く続い
たから。お伊勢参りなどには一般庶民も気
軽に出かけていました」
（早野）
。

◆14代将軍・徳川家茂や明治天皇も
休憩で利用された二川宿の本陣
資料館のあと、
本陣と旅籠屋の建物へ。
この本陣は1807年、江戸期の後半から最
後の60年間営まれていたもの。当時の他の
本陣に比べると、30〜40人収容と規模で
は中規模だった。100人から200人規模（多
いところでは2000人規模も）の参勤交代で
は、大名とその側近が本陣に泊まり、その他
の家来は脇本陣と呼ばれるやや高級な宿泊
施設や旅籠屋に分散して泊まっていた。
また、本陣は大名だけでなく公家や幕府
の役人なども利用している。この二川宿の
本陣には14代将軍の徳川家茂や明治天皇
も休憩で使われたという記録がある。
続いて、お隣の旅籠屋「清明屋」へ。本陣
では旅人の姿を想像で見ていただけに、旅
籠屋の店頭にはリアルなマネキンがいた
ので、ちょっとビックリさせられる。
当時の旅籠屋では板の間にむしろを敷

いて利用したものも珍しくなかったが、こ
こは畳敷き。身分の高い人の利用もあった
らしく、本陣の大名の上段の間のように奥
座敷は一段高くしつらえられていた。
「旅籠屋は基本的に相部屋。厠（かわや）
に行く時も、襖で仕切られただけの部屋を
いくつも通って行ったものです」
（早野）
。

＊小・中・高校生：100 円（80 円）
〈80 円〉
＊未就学児：無料〈無料〉
＊豊橋市在住の 70 歳以上の方：
100 円〈80 円〉
※次の方は入館料が無料となります。
＊身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方およびその
付き添いの方 1 名
＊東三河地域（豊橋市、豊川市、蒲郡市、
新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村）
に在住または在学の小中学校児童・生徒

◆市民が多用途に使える商家「駒屋」
奥の蔵屋敷では喫茶・ランチも
本陣・旅籠屋を見学したあとは、おもて
の街道を東へ300mほど歩いたところにあ
る商家「駒屋」へ。ここは、最初は医者、後に
は米穀商・両替商になっていった昔の豪商
の古民家だ。
久しく空き家だったのを平成27年に改
修工事して市民に公開。
「うなぎの寝床」状
の 土 地 に 家 屋 や 蔵 が 建 ち 並 び 、現 在 は
「NPO法人二川宿」が運営管理している。座
敷や蔵は豊橋市民のイベントや展覧会で
の利用が盛んということだった。
一番奥の蔵は蔵カフェ「こまや」。中土蔵
は土産物店の
「ふたこまや」
となっている。
＊

＊

＊

資料館のすぐ南側をパンタグラフの火
花音も聞こえるほどの距離で東海道新幹
線が走る。その轟音を耳にするにつけ旅の
今昔に隔世の感を禁じ得ないことだった。

（
「ほの国パスポート」所持者）
◆抹茶接待 / 本陣内（主屋座敷）にて、抹茶を
お楽しみいただけます。
＊一服（菓子付き）
：300 円
（毎週土・日曜日および祝日（振替休日を
含む）の 10：30 〜 16：00）
●交通アクセス /
JR 東海道線二川駅下車、北口より東へ 1km
（豊橋駅～二川駅は約 6 分）
※自動車をご利用の場合：国道 1 号線
「二川町西向山」交差点を北へ 500 ｍ
（東名高速・浜松西 IC、
豊川 IC より約 45 分）
駐車場無料 100 台

◆謎解きフタガワ CODE
〜 3 月 15 日（日）
二川地区の５施設 ( 二川本陣資料館、商家「駒
屋」
、総合動植物公園、自然史博物館、地下資
源館 ) を舞台とした謎解きにチャレンジし美味
しい柏餅を取り戻せ！正解者には抽選で各施設
の特別ガイドなどが当たります。

◆春の七草展 ―人日の節句―
2020 年 1 月 2 日（木）～ 1 月 13 日（月・祝）
七草粥に入れる春の七草や正月飾りを展示。
春の七草や正月をテーマにしたつるし飾りも
飾ります。

◆二川宿本陣まつり ひなまつり
2020 年 2 月 1 日（土）～ 3 月 15 日（日）
大名の宿である「本陣」の中に、江戸時代の
享保雛や雛飾り、明治・大正期の内裏雛、豪
華な御殿飾りや七段飾り、色とりどりのつるし
飾りを飾ります。また、ひなあられプレゼント
や雅楽の演奏会、お雛様の衣装体験「おひめ
さま、おとのさまになろう」など各種イベント
を開催します。詳しくは、ホームページをご覧
本陣の室内にある衣装コーナー。自由に着てコスプレイ。 二川宿本陣資料館から東へ300mの商家「駒屋」。この主屋
外国人客には特に大好評だ。
から入ると奥行きは「うなぎの寝床」のように深い。

ください。

3

年

頭

挨

拶

「労働者のための福祉」を
「労働者による福祉」で

愛知県労働者福祉協議会
会長

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

をお願いします。

慎一

旧年中は、愛知労福協をはじめ、東海労働金庫、こ

さて、2019年もまた非常に多くの自然災害に見舞

くみん共済coop愛知推進本部、福祉基金協会（ハー

われた一年でありました。被災をされたすべての皆様

トフルセンター）の諸活動や事業推進に対し格段のご

にお見舞いを申し上げるとともに一日も早い復興復

理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。

旧を願うばかりであります。幸いにも、愛知の地にお

昨年、愛知労福協は、創立50周年を迎えました。

いては2018年ほどの被害はありませんでしたけれど

引き続き、はたらく仲間の福祉の向上、安全安心の社

も、これからもこうした自然災害はいつ何時自らの身

会を確立していくため先人たちの歩みに学びながら、

に起きるかわかりません。皆さんお一人お一人が「自

事態に即した活動を進めていきますのでよろしくお願

助」の意識を高め、
「共助」の制度や仕組みをみんな

いいたします。また、中央労福協も創立70周年を迎え

で確立し活用する、そして「公助」の充実も求めてい

ました。この節目を迎えるにあたり、2009年に示した

く。こうした「自助・共助・公助」のバランスが重要で

「労福協の理念と2020年ビジョン」の検証と見直し

す。労福協・事業団体もそれぞれの立場でその機能を

を行い、2030年を目標年次とする「労福協の2030年

充実強化し、はたらく仲間の安全安心に寄与していく

ビジョン」を策定しました。このビジョンを基に新た

ことをお誓い申し上げます。

な社会を切り拓く次の10年への活動をスタートして

労働福祉運動の概念は、
「労働者のための福祉」

います。とはいえ、基本的な考えや目指すものが大き

（対象）と「労働者による福祉」
（主体）の両面を備え

く変わることはありません。私たちが目指すべき社会

たものとして発展してきました。労福協は、
「連帯・共

は「貧困や社会的排除がなく、人と人とのつながりが

同で作る安心・共生の福祉社会の実現」を目指し、労

大切にされ、平和で、安心して働きくらせる持続可能

働団体、福祉事業団体、さらには行政と連携し活動を

な社会」であり、その社会を実現するために①多様な

続けてまいります。みなさまも労働福祉運動の主体者

セーフティネットで働くことやくらしの安心を支える②

としてみずから関わり、共助の輪を広げていただくこ

労働組合と協同組合の連動・共同で共助の輪を広げ

とを切にお願いします。

る③地域共生社会の確立④運動の継承・発展のため

新しい年が、皆様にとって輝かしい年となりますよ

に人材を育成する、ことを2030年ビジョンとして掲げ

うにご祈念申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただ

活動を進めていきます。愛知労福協もこのビジョンに

きます。

基づいた運動を展開していきますので、ご理解ご協力

愛 知 労 福 協推進活動の２つの柱
● 労働福祉運動の基盤強化と実践
● 社会貢献・社会的連帯活動の推進
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畑

愛 知 労 福 協

中央労福協「結成70周年記念レセプション」が開催されました。
2019年11月28日
（木）、東京・ホテルラングウッドにおいて、全国より407名の参加者
を集め、中央労福協結成70周年記念レセプションが開催されました。
レセプションでは、
これまでの歩みの映像やアトラクションが披露され、諸先輩方のご尽力に感謝するとと
もに、
これからのさらなる発展を確認し合う機会となりました。
また、
これまでの功績に対
し、
愛知労福協元事務局長の河合正光氏が表彰されました。
中央労福協結成70周年記念レセプション

中央労福協「第64回定期総会」が開催されました。
結成70周年記念レセプションに引き続き、
11月29日
（金）
には、
同じくホテルラングウッド
において、
中央労福協加盟団体
（全国労福協47・事業団体13・労働団体47）
の代議員が一堂に
会し、
2年に一度の
「定期総会」
が開催されました。
総会では、
2018～2019年度活動報告に続
き、
2020～2021年度活動方針案、
2020年度予算とともに
「労福協の理念」
「
、労福協の2030
年ビジョン」
について提案・審議が行われ、
全会一致で可決承認されました。
2030年ビジョンの実現に向け、
「労働運動と労働者福祉事業の
『ともに運動する』
関係を強
化し、
共助の輪を広げよう！」
をメインスローガンに、
引き続き労働団体と事業団体の連携強
化を図る中で自主福祉運動を推進し、
勤労者福祉の向上を目指していくことを確認しました。

中央労福協 第64回定期総会

2019年度「中部労福協研究集会」
2019年10月2日～3日の2日間にわたり、シーサイドホテル舞子ビラ神戸において、近畿・中部
12府県の労福協から62名が参加し「2019年度中部労福協研究集会」が開催されました。子どもに
関わる問題をはじめ、さまざまな分野から講師をお招きし、それぞれのテーマについて貴重なご講
演をいただき大変有意義な研究集会となりました。
講演の内容と講師

Ⅰ．
中央労福協
「2030年ビジョン」
について 中央労福協 事務局長

花井 圭子 氏

Ⅱ．
「ひょうご子ども・子育て未来プラン」
について 兵庫県 子ども政策課 副課長
Ⅲ．
「子ども食堂」
について 兵庫県 生活支援課 生活保護・自立支援班長

中部労福協 辻会長挨拶

青木 健司 氏

島浦 佳樹 氏

「児童虐待防止対策」
について 兵庫県 中央子ども家庭センター こども総括監兼所長 木下 浩昭 氏
Ⅳ．
Ⅴ．
「KOBEから世界へ」～NGOの災害救援～ NPO法人CODE 海外災害援助市民センター 事務局長 吉椿 雅道 氏

中央労福協 花井事務局長

第32回愛知県勤労者スポーツ大会
10月19日
（土）
、
長久手市の愛・地球博記念公園におい
て、
「第32回愛知県勤労者スポーツ大会」
が開催されま
した。
マラソンやジョギングなどの競技は予定通り実施
されましたが、
愛知労福協が運営するソフトボールは、
あいにくの天候でグラウンドコンディションの不良が
予想されたため、
前日に中止とさせていただきました。
ソフトボール地区大会の運営や当日の開会式へのご
出席など、
ご協力をいただきました役員の皆さま並び
に支部大会参加チーム
（135チーム1,957人）
を代表し
選手宣誓をお願いしましたノリタケカンパニー労働組
合の大鋸周平さんには心より感謝申し上げます。

「ソフトボールの部」支部代表チーム
支部名
東三河支部
豊田支部
海部支部
知多支部
岡崎額田支部
尾張北支部
西三河支部
尾張東支部
尾張西支部
名古屋南支部
名古屋中支部
名古屋北支部
名古屋金山支部
名古屋東支部
名古屋西支部

支部代表会員名（労組等団体名）
オーエスジー労働組合
大豊工業労働組合
JAM東海 東海鋼材工業労働組合
名機労働組合
ジェイテクト労働組合花園支部
住友理工労働組合小牧支部
豊田自動織機労働組合
クリオン労働組合中部支部
三菱電機労働組合稲沢支部
東レ労働組合名古屋支部
名古屋交通労働組合
三菱電機労働組合名古屋支部
名古屋ダイハツ労働組合
東邦ガス労働組合
ノリタケカンパニー労働組合

看板

開会式 選手宣誓

開会式 大村知事挨拶

ブロンズの会「文化探訪」「
、ゴルフ交流会」
≪10月21日≫ 「文化探訪」
が開催されました。
10月21日
（月）
、ボランティアガイドによる案内で滋賀
県近江八幡市内を巡る
「文化探訪」
を会員19名と事務局3
名で開催しました。

文化探訪「八幡堀」

文化探訪 近江兄弟社「メンターム資料館

ゴルフ交流会

表彰式

≪11月15日≫ 「ゴルフ交流会」が開催されました。
11月15日
（金）
、
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場にお
いて会員12名、事務局3名の参加でゴルフ交流会が開催
され、
高池文夫氏が優勝されました。
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愛 知 労 福 協

実務担当者・書記研修会

2019年11月8日
参加：30名
場所：オーエスジー株式会社
新城工場

支部だより

①ソフトボール大会

2019年9月7日 参加:106名
場所：津島市生涯学習

②第44回定期総会

2019年10月15日 参加：40名
場所：津島市文化会館

第35回ボウリング大会

2019年11月15日
参加：112名
場所：コロナキャットボウル豊川

第44回知多支部定期総会
2019年10月2日
参加：104名
場所：東海市立勤労センター

第44回支部定期総会

2019年10月7日
参加：102名
場所：カバハウス 401会議室

第21回知三会総会

2019年11月28日
参加：37名
場所：大同特殊鋼「さつき館」

第14回退職準備セミナー
2019年11月2日
参加：128名
場所：豊田市福祉センター
41会議室

自治体要請活動（岡崎市）
2019年11月19日
参加：10名
場所：岡崎市役所

ソフトボール大会▶︎
第44回定期総会▼

①第39回定期総会

2019年9月25日
（土）
参加：57名
（代議員・来賓・支部役員）
場所：小牧勤労センター

②小牧市民まつり

2019年10月19日
（土）～20日(日)
参加：支部役員18名
場所：小牧山会場

2019年度 会員組織内推薦議員懇談会

第37回定期総会

実務担当者研修会

第35回定期総会

2019年秋季全体会議

第30回チャリティーゴルフ大会

ワクワク自然体験（地引網）

第35回定期総会

2019年10月23日
参加：26名
場所：刈谷市 シャインズ
(豊田自動織機福利厚生施設)

2019年10月3日
参加：77名
場所：こくみん共済coop一宮会館

2019年11月20日
参加：21名
場所：滋賀県琵琶湖周辺

第39回定期総会▶︎

◀︎小牧市民まつり

秋の収穫祭

2019年10月5日
参加：58家族・190名
場所：東郷町・近藤ファーム

第35回定期総会

2019年10月15日
参加：49名
場所：東海労働金庫 本店7階
大会議室
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2019年10月1日
参加：40名（役員・来賓含）
場所：東海労働金庫名古屋南支店
２階大会議室

2019年秋季会員全体会議

2019年11月25日
参加：48名
場所：東 海労働金庫 本店別館6階
第8・9会議室

2019年11月14日
参加：34名（役員含）
場所：アビタン2階会議室

2019年9月22日（日）
参加：150名
場所：南知多ビーチランド

2019年11月25日
参加：58名
場所：グ レイスヒルズカントリー
倶楽部

2019年10月9日（水）
参加：41名
場所：爽明会館

2019年10月3日
参加：47名
場所：東海労金金山支店

秋季全体会議

第35回定期総会

2019年11月7日
参加：43名
場所：東海労金金山支店

2019年10月25日（金）
参加：33名
場所：名鉄会館

愛 知 労 福 協

第35回金山支部定期総会

第16回チャリティゴルフ大会
2019年11月16日（土）
参加：21組80名
場所：京ヶ野ゴルフ倶楽部

第15回名古屋ブロック退職準備セミナ－を開催
今年度は11月16日
（土）
、
17日
（日）
、
23日
（土）
の午前・午後
の計6回に順次開催し、
合計376名にご参加頂きました。共
済年金と厚生年金の一元化に伴い、
公務員、
私立学校教職
員の方へも3年前からご案内しています。
講師は、昨年に引き続いて特定社会保険労務士の鈴木
久子さんに6回すべてお願いしました。
セミナ－では、
これからの生活設計のポイント、
年金、
雇用
保険のしくみ、
60歳以降の働き方、
定年
（60歳）
前後のタイム
スケジュールについて参加者全員が熱心に聴きました。

挨拶する後藤代表

講師の鈴木久子さん

熱心に聴講する参加者の皆さん

毎回参加者にお願いしていますアンケートでは、
具体的で
判りやすい説明を聴くことができ、
今までの不明な点が理解
できた事や参考になった事など、
大多数の方がセミナ－に参
加して
「よかった」
と答えられました。

労 福 協 友 の 会

友の会の集い
第22回交流ゴルフ大会

表彰式であいさつの和田会長

2019年10月23日
（水）
17地区代表の68名により第22回県
友の会交流ゴルフ大会を名古屋グリーンカントリークラブで
開催しました。
天候に恵まれ、
熱戦を繰り広げました。
結果は、
団体優勝が豊田支部(4名の平均グロス82.0、
NET74.5)、
2位
が尾張東支部、
3位は尾張西支部の順、
個人優勝は東海地区の
下村会夫さん(グロス82、
NET71.2)、
2位は堀越恒次郎
（豊川
地区）
さん、
3位は池辺孝利
（名古屋北支部）
さんでした。
また、
ベストグロス賞は佐藤政一
（豊田支部）
さんの77でした。

団体優勝の豊田支部の皆さんと和田会長

労働法講座Ⅲ

第14回友の会の集いを2019年9月26日（木）
～27日（金）19地区友の会、事業団体職員、役員
など総勢88名が参加して開催しました。
会場は長良川温泉「ホテルパーク」、各事業団体
からの説明・報告に続いて、タレントでマジシャ
ンである「くるわ大介」氏から、持ち前の話術とマ
ジックを駆使し、コミュニケーション術を学べる
講演を受けました。また、夜の懇親会では各支部・
地区の皆さんの交流を深めることができました。

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。
令和2年
●
●
●
●
●

3/ 2 ㈪
3/ 5 ㈭
3/10㈫
3/12㈭
3/16㈪

場

18:45～20:45…最近の事例から見る従業員不祥事・不正の
「予防」
と
「事後対応」
18:45～20:45…治療と仕事休職・復職に関するトラブルとその法的実務
18:45～20:45…自然災害発生時の人事労務管理と事前のリスク対策
18:45～20:45…労働基準監督署等の是正勧告・指導の最新状況と実務上の留意点
18:45～20:45…副業・兼業をめぐる法的留意点とトラブル防止策

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

くるわ大介氏の講演会

受講料 13,000円
（5日間・税込）

愛知県労働協会

個人優勝の下村会夫さん（右側）

開会あいさつの和田会長

●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

私たちが未来を変える～安心社会に向けて～

愛

連合愛知第31回定期大会を開催

知

連合愛知は10月28日（月）
、名古屋市公会堂大ホール
において社会から求められる責任を果たすべく取り組んで
において、結成30年の節目となる第31回定期大会を開催
いく。ともに頑張ろう」と挨拶を締めくくりました。
しました。
『私たちが未来を変える～安心社会に向けて～』
その後、大会議案において「2020～2021年度 活動方
をスローガンとする今大会には、各界からの来賓、連合愛
針（案）
」
「2020年度 予算（案）
」を審議し、可決・決定
知役員、また構成組織・地協からの代議員・傍聴者など、 されました。さらに佐々木会長の再任とともに新役員が選
650名の参加がありました。
出され、
「働くことを軸とする安心社会－まもる・つなぐ・
冒頭、佐々木会長より、台風19号によって被災された
創り出す－」の再構築をめざし、これまでの歩みを止める
方々に哀悼の意を表するとともに、連合愛知としても長野
ことなく次代の飛躍へとつないでいく２年間とする決意を
県へのボランティア派遣を始めカンパや募金などの支援
固めました。
活動に取り組むことを約束しました。
続いて「今期の方向性について、社会の
不安や閉塞感を払しょくし、明るい未来を
展望できる持続可能な社会づくりに労働組
合も一翼を担うため様々な取り組みを進め
ていく」
「組織拡大の取り組みを最重点とし、
憲法で保障された労働組合の必要性を広く
社会にアピールし、労使が話し合い共通認
識のもと働き方改革を進めていく」と述べ、
第31回定期大会
佐々木会長挨拶
最後に「結成30周年を迎え、時代の転換点

「いしずえの碑」に新たに6柱を合葬
第58回愛知県社会運動家顕彰追悼祭を挙行

連合愛知 佐々木会長が委員長を務める愛知県社会運
動家顕彰委員会は、10月23日（水）に鶴舞公園内いし
ずえ碑前において「第58回愛知県社会運動家顕彰追悼
祭」を開催しました。
この委員会は、愛知県内において労働運動や社会運
動、平和と民主主義を守る諸活動に長年にわたってご尽
力され、志半ばにして倒れられた同志の方々を顕彰し、
そのご遺族の皆様を励ますことを目的に設置されてい
ます。
顕彰委員会委員長の挨拶の後、新合葬者銘板の奉納、
ご遺族等による献花が行われ、最後に新合葬者の遺族
代表より謝辞が述べられ、追悼祭は閉会しました。

本年は、6柱を新しく御霊に加え、合葬者は752柱と
なりました。

新合葬者銘板の奉納

社会から共感を得られる活動をめざして
連合愛知結成30周年事業のご紹介

連合愛知は30年間、様々な環境下で職場や地域に頼りにされる存在をめざし「活動（Action）」
を続けてきました。30周年を機に「改めて(Re)」連合愛知の存在意義を考え、共有し、社会
から「反応や共感(Reaction)」を得られる活動を続けていくという意思を込め、コンセプトを
「Re Action」としました。
30周年事業として、「記念誌の発行」「記念レセプションの開催」「連合愛知大学寄付講座の
開設」
「ここあファーム（農業体験・フードドライブ）の取り組み」などを行っています。
また、30周年特設サイトも開設していますので、ぜひご覧ください。

ReActionロゴマーク

三角形のそれぞれの線には「30
周年＋スタート ( 再生 ) ＋未来
へ」の意味を込めています。

特設サイト
https://reaction30.org/

ここあファーム開園式(11/16)
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連合愛知大学寄付講座

特設サイトQRコード

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきん の

マネートラブル講座 ⑥
リボカード

こんな手口、あんな手口

月１万円ポッキリ!?

カードショッピングと契約のしくみ

クレジット契約は、消費者（クレジット会員）

預金

と加盟店、クレジット（信販）会社の三者契約

私のカード、
いくら使っても
月１万円よ。

成人ひとりが２．
５枚持っている計算です。

そんなー、
「百均﹈
みたい
なワケ、
ない
でしょ！

枚（２０１５年／
（一社）日本クレジット協会調べ）
。

一度やって
みたかった
のよ♪

クレジットカードの発行枚数は約２億５８９０万

支払い、
どうするの？

クレジットの仕組み、知ってる？

そんなに一度に買って

服を買う、食品を買う、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
で成り立っているから。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。

♪♪
両手いっぱい
大人買い。

カードはかっこいい？

です（右図参照）
。会員は、代金後払いで買物
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

口座から
引き落し
売上げに応じた手数料
代金立替え払い

さを享受できるかわりに、持ち主であるあなた

手数料ば
かりかかって、
返済するのに
４年もかかる
計算よ！

やサービスを受けることができ、キャッシング

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。
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こくみん共済
愛知推進本部

2219Z019

coop

生命（死亡）保障の加入額って
何を基準にすればいいの？
生命（死亡）保障の必要保障額の考え方
結婚、出産、育児、
子どもの進学、
子どもの独立など、暮らしに合わせて必要な保障額
は変化していきます。
金額の目安としては、独身期は葬儀費用（300万円～500万円）、夫婦二人期は遺された配偶者が
当面生活できる額（1,000万円）、
子どもが産まれたら1人1,000万円を目安にプラスします。
その後は子どもの成長とともに必要な保障額は減少していき、また夫婦二人期となっていきます。

モデル例

生命（死亡）保障の目安

3,000万円

2,000万円

1,000万円

500万円

1年に一度、年の初めに保障を見直してみてはいかがですか？
加入しすぎている場合は見直しをすることで、支出の節約につながります。
お問い合わせ先

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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（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

豆知識

快適に
住まう

火 災（ストーブ・コンセント）

家庭での事故を防ぐために

●石油ストーブの給油は火を消してから。
●ストーブの上で洗濯物を乾燥させない。
●家電製品の電源コードを定期的に点検する。
●たこ足配線にしない。

居室のストーブまわり

燃えやすいものをそばに置かない

トラッキング現象

コンセント・
プラグまわり

コンセントプラグの周辺にほこりや湿気
などが付着することにより、プラグの刃
の間に電流が流れ、炭化し、導電化され、
出火する現象です。

たこ足配線をしない

ハートフルパーティー
全日程共通
2月

2020年

2月15日

会 費

男性 6,0００円
女性 4,0００円

3月

土

会場 名古屋東急ホテル（栄の間）
男性 27～42歳

（名古屋西地区の労働組合のある企業勤務の方）

参加 女性 25～40歳
条件 ※男性は労福協名古屋西支部にて募集します。

受付時間 13：30～13：50
開催時間 14：00～16：30

人 数

2020年

3月14日 土

4月

男性・女性

ともに
独身の方

2020年

4月5日 日

会場 ホテルグランドティアラ安城

会場 東京第一ホテル錦

参加
条件

参加 男性・女性とも
条件
30歳～45歳くらい

男性・女性とも

40代限定

各１８名

※男性は労働組合のある企業勤務の方

※女性のみの募集となります。

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!

パーティー情報を随時更新中！
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 >>>

ハッピーブライダル
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!

2020

新ハートフルカード

年度より

5 7社のパック旅行4%割引
●
6 生活関連商品を特別割引
1 飲食店など多数20%割引 ●
3 65の葬儀社で割引利用 ●
●
7 健康・育児、介護相談ダイヤル
2 90以上の式場で割引利用 ●
4 ゴルフ場を簡単予約
●
●

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

ママの働き方応援隊

No.32

愛知碧海校

赤 ちゃん 先 生

東海ろうきんの
「NPO寄 付システム」が
応 援しています。

女性の社会進出が叫ばれて久しいのに、実際には女性にとって“子育てと社会参加の両立”は
難しい。「育児はリスク」と考えてしまう人も多い。そんな厳しい現実に対して、鮮やかな逆転
の発想で「赤ちゃんを育てるママにしかできない社会貢献ビジネス」を実現しているお母さん
たちがいる。そしてその活躍は今まさに全国へと拡がりを見せている。

■脱「ごめんねママ」の自己肯定感をもって
「子供をもつ母親は子供最優先になら
ざるを得ません。復職できても、職場にも
家族にも子供にも
“ごめんね”ばかり。子育
てと仕事の両立は待機児童の問題もあり、
大変です」。鈴木沙智絵さんは、
そんな子
育てママの窮状からお話を始められた。
自身も子供を産んで、
そんな思いを抱い
た頃、神戸発の「ママの働き方応援隊」の
ユニークな社会貢献事業に出会う。
■始めは“待機児童”に遭ったお母さんから
▶発端：神戸で美容コンサルタントを営む
恵夕喜子氏の息子さんの奥さんが出産す
るも「待機児童」に。そこで、赤ちゃんと一
緒に出社してブログを書く仕事をと勧める。
▶契機：ブログを通じて、赤ちゃん連れの
ママが集まり、月刊のフリーペーパー事業
を始めるが、子育て優先とならざるを得な
いママはフルタイムはムリと苦戦。
▶発見：神戸市から「引きこもりの若い男
性を使ってもらえないか」と持ちかけられ、
託児係として採用。すると、意外なことに
彼らが1年ほどで普通に人と接するように
なった。
「赤ちゃんたちは大人と違って壁もな
く素直に接するので自然に社会復帰でき
ちゃった。その目覚ましい変化は何だろ
う？と恵さんが心理学の本で調べると、
そ
れは無辜の赤ちゃんに接する時に相手側

クラスの授業では
赤ちゃん先生が
スターになります。

育児ママにしかできない社会貢献事業

に現れる“共感力”つまり、相手がどう感
じるかを理解しようとする心の動きだっ
たんです」
（鈴木）。
■“赤ちゃん先生”から学ぶ「共感力」
▶転機：そこで、恵氏は「共感力」をテーマ
に07年「赤ちゃん先生とそのママによる
派遣事業」を開始。それは「育児中のママ
にしかできない仕事」という逆転の発想
だった。
派遣先は、小・中・高・大学の授業。老人
ホームなどへも痴呆症や麻痺の改善が見
られるからと定期訪問が実現している。
「小学校では、
ママと赤ちゃんの関係か
ら、
自分の命がいかに大事かに気づいても
らう。すると、友だちに優しくなったり、家
族への感謝も生まれます。先生への反抗心
もなくなり、素直になるんです」
（鈴木）。
■子育てママがさらにいきいき働く事業に
2019年9月時点ですでに派遣実績は
5658件。赤ちゃんが3歳頃の立って歩く
ようになると、
ママも赤ちゃんも“卒業”と
なる。しかし、赤ちゃんの社会性も養うか
らと、第二子・第三子の「赤ちゃん先生」
を生んで“ママ講師”を続けるママがいた
り、鈴木さんのように事務方で働く人も
多い。三河地区では現在30人ほどのお母
さんが活動中。でも「赤ちゃん先生」の需
要は着実に増えているため、現在参加メ
ンバーを募集中とのことだ。

ママの働き方応援隊・愛知碧海校
代表、鈴木沙智絵さん

■NPO法人 ママの働き方応援隊
https://www.facebook.com/
mamahata.aiheki/
◆運営母体
NPO法人ママの働き方応援隊
https://www.mamahata.net/
〒650-0003 神戸市中央区山本通1丁目
7-21 水木北野シルクハイツ403

◆ママの働き方応援隊 愛知碧海校
代表：鈴木沙智絵
〒472-0058
愛知県知立市上重原3丁目68
ルミエール島間A102
TEL. 090-7044-6325
MAIL. aichi-hekikai@mamahata.net
※碧海校は本部からの委託を受けて、
協働で事業を行っています。
◆イベント

【「好き」を仕事にしている10人のママ】
＊日時：3 月 21 日 10 時〜 15 時
＊会場：
「こども未来館ニコニコ」にて
10 人のママのお話に耳を傾けてみよう！
働きたいけど子育てでムリ。「好き」を仕
事にって本当に実現できるの？‥等々。
企業家ママのワークショップや子育て応援
企業ブースなど 1 日楽しめます。
【「ママの働き方応援隊」説明会＆交流会】
1月20日 東三河・1月22日 西三河・2月14日 西三河・
2月26日 西三河・2月26日 東三河・3月13日 西三河・
3月25日 西三河

《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
東海労働金庫刈谷支店
刈谷市桜町四丁目26 番地

実家から離れた地での子育てママにとっては、高齢者施設で
故郷に帰ったように暖かく迎えられるのも嬉しい。

赤ちゃんは何が好きかな？このおもちゃかな？
子育てママの素晴らしさ・大変さを自分のママに重ねて。

おばあちゃんたちには、孫のような存在が元気の源。
おひざの上で優しく抱っこしてもらう。

小学生のお姉さんに赤ちゃん用のおやつを食べさせてもら
う。赤ちゃんへの共感から思いやりが育まれる。

愛知県福祉事業団体情報誌“ハナノキ”2020 新年号
発行

愛知県労働者福祉協議会

No.199

名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号

TEL
（052）
682-6029

ホームページアドレス：http://aichi-rofuku.com/

0120-690145

赤ちゃんのお口には歯がないのね。ミルクをこうやって
上手に飲むんだ。ママごとにはないリアルな実感。

発行責任者

畑

慎一

