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新美南吉の童話の舞台となった
この森やあの野原でならきっと
心優しい“ごんぎつね”と出会えますよ

シリーズ

あいちの
イイとこ
探檢隊 ⑲

新美南吉記念館（半田市）
愛知県労働者福祉協議会

新美南吉の童話に向き合うと
“おとな”
があらためて考えさせられる
深い思いが浮かび上がってくる

シリーズ

あいちの
イイとこ

探檢隊 ⑲
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。

新美南吉記念館（半田市）

新美南吉記念館は、半田市出身の児童文学者、新美南吉を紹介する施設。記念館であると同時に研究活動も行う文学館で
もある。ひとりの作家の記念館には珍しく市の教育委員会の直営。それは、代表作「ごんぎつね」が1956年に小学校4
年生の国語の教科書に載って以来、今日まで各出版社に途切れることなく採用されていることが大きい（今の日本人のほ
ぼ2人に1人がこの作品に接していることになる）。新たに小学4年生になる子の親世代・そのまた親の祖父母世代も今あ
らためて、ここで新美南吉の世界の広がりや作品の舞台に触れれば、時代を超えてまた新たな発見があるはずだ。

◆森や野原の景観を損なわぬよう
地下に作られたモダンな建造物

8月下旬のある日、探検隊は半田市に
新美南吉記念館を訪ねた。が、駐車場で
車を降りると、そこには広い芝生とその向
こうに森があるばかり。場所は間違いない
ので案内版に沿って行くと‥芝生の真ん中
に切れ込むようにしてなだらかなスロープ
があり、その
“底”に入り口とロビーがある。
そこからさらに地下2階に下った応接室で
遠山光嗣館長にお話を伺った。
「この新美南吉記念館は、南吉の物語に
登場する『中山のお殿様の城跡の森』に続
く景観を損ねないよう、広い芝生苑の地下
に作られているんです」
（遠山）。
建築コンペで選ばれたこの建物は日本
中から421点もの作品が集められた中か
ら選ばれている。
「屋根の上にも芝生があり、森の緑に連
なる印象をもたせています。またその形も
知多半島の低い丘陵がうねうねと続く丘
陵地のイメージでなんですよ」
（遠山）。

館内の床も一様に水平でなく、メインの
展示スペースではなだらかな起伏のある
ところがおもしろい。全体にコンクリート
打ちっぱなしのモダンな建物だ。

 ずしもハッピーエンドではない
◆必

大人が読んでも考えさせられる
童話

「 新 美 南 吉 の 童 話 の 魅 力 は 、必 ず し も
ハッピーエンドではないところでしょう
か。小学校4年生のどの教科書で取り上げ
られる『ごんぎつね』にしても、誰も悪くな
いのに、最後は『お前だったのか、いつも栗
をくれたのは』で、鉄砲で撃たれたごんは
死んでしまうんですよね。
『手袋を買いに』でも、子狐の片手を子ど
もの手に変えてお金を持たせ、
『 人間の手
の方を戸口から差し入れて、この手に合う
ものをとお言い』と良い含めますが、戸口
からの光に目が眩んで狐の手を出してし
まう。店の主人はお金が本物なので、子ど
も用の手袋を渡すのですが、よかったねで

終わっていない。最後の2行は母狐の『「ほ
んとうに人間はいいものかしら。ほんと
うに人間はいいものかしら」とつぶやきま
した。』の2回も繰り返す独白で結んでい
ます。この末尾の2行がいかにも新美南吉
らしい表現になっています。大人が読ん
でも深いものがありますよね」
（遠山）。

◆7月・8月の来館者の多くは

全国からの小学校4年生の先生

南吉がかつて暮らしていた、ここ半田
市・岩滑（やなべ）には、物語の舞台となっ
た森や山野や川・生家や養子に行った養家、
ゆかりの神社などが比較的昔のままの姿
をとどめている。登場人物にも故郷の人々
が登場する。そういう意味でも、最近の流
行りのアニメや映画でのいわゆる“聖地巡
礼”や“ロケ地”巡りのように、南吉の本を
片手にこのあたりを文学散歩で訪れてみ
るのも楽しい。
そんな新美南吉ファンもいるでしょ
う？と遠山館長に聞くと‥

遠山光嗣さんは記念館開館の年に学芸員として 館内の随所に様々な年代の南吉の 自由に本を手に取って読める図書閲覧室には全集は
採用され、今年度からは館長をされている。
像がある。表情がリアル。
もちろん、
世界各国版の南吉の作品が置かれている。
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9月からの企画展で紹介される
「カシコイ小学生」
に掲載された
「下駄にばけた小狸」

南吉が散策した矢勝川。平成2年、1人の活動から始まっ
た「矢勝川の環境を守る会（現・矢勝川の彼岸花を守る
会）」の300万本の彼岸花が堤を彩る。

クラッシック音楽を愛した南吉を偲んで開かれる「昔の
蓄音機で聞くレコードコンサート」
。

館内を観覧の合間にカフェでひとときのティータイム。
メニューには
「食べる甘酒」
というのがあった。

http://www.nankichi.gr.jp

〒475-0966 愛知県半田市岩滑西町1-10-1
TEL
FAX

0569-26-4888
0569-26-4889

●開館時間/午前9時30分〜午後5時30分
南吉童話お話の会でんでんむしによる南吉童話の大型紙
芝居上演。新型コロナが終息すれば再開の予定。

「もちろん、そんな方もみえますが、もっ
と真剣に新美南吉と向き合う人たちがい
ますよ。それは、南吉の作品『ごんぎつね』
が登場する小学校4年生を教える国語の先
生たち。毎年7月から8月の夏休みのころに
熱心に見ていくおとなの個人の方に声を
かけると、たいてい国語の先生ですね。
『ごんぎつね』は小学校4年の2学期、秋の
教材なので、その前に南吉のことを詳しく
話せるようにと。中には、やっと4年生の担
任になって『ごんぎつね』に向き合えるの
が嬉しいという方もありました」
（遠山）。

◆29歳の若さで夭逝した南吉

最晩年にようやく代表作を残す

新美南吉は1913年に生まれてから
1943年に没するまでのわずか29年の短
い生涯に童話123、小説57、童謡332、詩
223、俳句452、短歌331、戯曲14、随筆17
と精力的に創作活動を展開している。しか
しなかなか報われず、18歳で「赤い鳥」に
「ごん狐」を投稿したりはしたものの、作家
らしい報酬が得られるようになったのは
28歳の時の初の単行本『良寛物語 手毬と
鉢の子』から。その後、最晩年の3月から5月
に「おじいさんのランプ」、
「 牛をつないだ
椿の木」、
「 花のき村と盗人たち」などの代
表作を命を削るようにして執筆している。
そのころには病状がかなり悪化。童謡
「 た き び 」の 作 者 と し て 知 ら れ る 巽 聖 歌

現代作家の絵本、童話にちなんだランプやごん狐のぬい
ぐるみ等々‥充実のミュージアムショップ

（北原白秋に師事した時の兄弟子）に、一切
の原稿を託して短い生涯を終えている。
「南吉の死後20年以上経って、1965年
に巽聖歌の尽力で新美南吉の全集が出版
されました。南吉の作品が広く人々に読ま
れるようになったのは彼の友情に応えた
巽聖歌の功績が大きいでしょうね」
（遠山）
。

◆つい最近まであった東京時代の
下宿窓からの光に南吉の思いを
たどる

展示の中に南吉の東京外国語学校時代
の3畳間の下宿の再現があった。
「実地踏査で、まず中野の区役所で昔の
住所から現在の住所がどう変わっている
かを調べました。それでその場所に行って
みると、戦災にも遭わず当時のままの木造
家屋がありました。そこには記録にあった
『川村』の表札。訪ねてみると、お婆さんが
いて、南吉が下宿していた時のことを覚え
ていると。当時そのお婆さんは小学生だっ
たんですね。
その後10年ほど経った頃、
『 家を壊すこ
とになりました』と電話がありました。そ
れで窓だけ外してとっておいてください
とお願いし、新幹線で抱えて持ってきまし
た。だからこの再現の展示ではガラス窓の
部分だけが本物なんです」
（遠山）
この窓を見た時、なんだか、南吉に手が
届くような親近感を覚えたことだった。

●休館日/毎週月曜日・毎月第2火曜日・
年末年始（月曜日・第2火曜日が祝日または
振替休日のときは開館し、
その翌日が休館）
●観覧料/ 220円（中学生以下無料）
団体20名以上は各170円
※図書室・喫茶・グッズ販売などのご利用の
みの場合は無料となります。
※障がい者の方は「障がい者手帳」
（身体障
がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保
健福祉手帳）を提示していただければ無料
（介助者も1名まで無料）
●駐車場/普通車59台（身障者用2台）
・バス専用3台 （無料）
※例年、
「ごんの秋まつり」期間中（9月中旬
～10月初旬）は駐車場規制などがあり
ます。

《新美南吉記念館イベント情報》
【企画展「児童雑誌『カシコイ小学生』に
集った作家と新美南吉」】
◆期間/9月19日（土）〜12月20日（日）
東京時代の南吉作品を始め、浜田広介、北
原白秋などの著名作家の作品が多く掲載さ
れた戦前の雑 誌を近 年見つかった挿 絵 原
画とともに紹介。学芸員によるミュージアム
トークも。

【学芸員による南吉ミュージアムトーク】
◆日時/9月21日（祝）、10月4日（日）、10月
24日（日）の各午後1時30分〜午後2時
◆場所・お問い合わせ先/
TEL 0569-26-4888
※常設展の観覧料220円で観覧できます
（中学生以下無料）。

南吉18歳の頃、母校の小学校の代用教員を辞した
（昭和6年8 東京外国語学校英語部文科に入学、北原白秋に師事し、兄 童話
「手袋を買いに」
の草稿。
月）
直後の昭和7年1月号
「赤い鳥」
に
「ごん狐」
が掲載された。
弟子の巽聖歌らと交流のあった頃の川村家の下宿の再現。 何度も推敲を重ねていったあとが見られる。
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愛 知 労 福 協

医療職場をはじめとする、

国民の生命・ライフラインを死守すべく、

支部だより

連日現場で奮闘するすべての働く仲間に、
感謝と敬意を表します。

みんなで支え合い、
この難関を乗り切りましょう！
尾張東支部

病院へ寄付いたしました
7月31日、労福協尾張東支部で
は、瀬戸市の公立陶生病院と尾張
旭市の独立行政法人旭労災病院を
訪問し、それぞれに10万円を寄付
いたしました。
今年度は春先より新型コロナ感
染症のために集合型の支部行事の
大半が中止となりました。この状
況下、医療従事者の方々のご苦労
は連日のようにマスコミで取り上
げられ、支部として何かできない
かを協議し、医療従事者を支援す
る寄付を決議しました。当支部の
加盟組織には上記の２病院があり、
早速労働組合と病院に問い合わせ
し、快諾をいただきました。
当日は水野支部長、事務局で訪
問し、それぞれの院長が対応くだ
さいました。コロナウィルスの脅
威は、今まで想定できないような
対応が多岐にわたり、有効に使わ
せていただきたい、とのことでし
た。
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公立陶生病院

旭労災病院

味岡正純院長
（右）

宇佐美院長
（左）

愛 知 労 福 協

海部支部
福祉事業団体
実務担当者研修会
2020年7月18日
参加：29名
場所：名古屋駅「舞鶴館」

尾張北支部
支部役員研修会
「奨学金問題、教育費負担問題」
2020年7月12日
参加：18名
講師：中京大学教授 大内裕和 氏
場所：オースタット国際ホテル多治見

西三河支部
労福協西三河支部
福祉事業団体職員研修会
2020年7月28日
参加：46名 事業団体職員34名
支部三役
12名
場所：全労済刈谷会館３階 会議室

(

)
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愛 知 労 福 協

尾張西支部
2020年度
自治体福祉担当者懇談会
2020年8月5日
参加：自治体3名 支部7名
場所：全労済一宮会館 会議室

名古屋北支部
社会貢献活動
2020年6月2日（火）
「ＮＰＯ法人介護サービスさくら」
に対しマスク45箱（2，250枚）を
寄付しました。

三事業団体全体会議
2020年8月5日
（水）
参加：28名
場所：れあろ6階大会議室
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愛 知 労 福 協

Ⅰ．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〜

2020年度の支部定期総会が、9月9日開催の西三河

みん共済coop愛知推進本部・愛知県労働者福祉基金協

支部を皮切りに、県下15支部で順次開催されます。

会）
からの活動支援とともに、
会員構成組織とそこで働

本年はコロナ禍の影響で参加代議員数を減らしたり、
一堂に会することを避け書面開催とするなど例年にな

今年度も支部活動を中心に、地域における福祉事業

い対応が求められています。

の推進に努めてまいりますので、支部総会で改めてそ

愛知労福協の基軸となる支部活動の健全な運営と事

の活動内容をご確認いただくなかで、引き続きご支援・

業の推進においては、
福祉事業団体
（東海労働金庫・こく

● 2020年度支部定期総会開催日程表
西
名
名
尾
豊
名
岡
尾
名
名
海
知
尾
東
名

支 部 名

古
古

三
屋
張

古
崎 ・
張
古
古

古

張
三

金
屋

屋
額
屋
屋

屋

く勤労者の皆さんのご理解とご協力が必要不可欠です。

河
山
南
北
田
東
田
西
中
北
部
多
東
河
西

9月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月

日

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
時

9日（水）18時00分
1日（木）
1日（木）
2日（金）18時30分
5日（月）18時00分
6日（火）
7日（水）
9日（金）
12日（月）
14日（水）
19日（月）18時30分
22日（木）18 時30分
22日（木）
23日（金）18時30分
23日（金）

会

場

全労済刈谷会館
（書面開催）
（書面開催）
小牧勤労センター
カバハウス
（書面開催）
（書面開催）
（書面開催）
（書面開催）
（書面開催）
津島市文化会館
アイプラザ半田
（書面開催）
アイプラザ豊橋
（書面開催）

※今後の状況の変化により開催方法等の変更があり得ます。

Ⅱ．
ブロンズの会「第39回総会」が書面による報告・提案により開催されました
愛知労福協の労働福祉功労賞受賞者で組織されてい

議案書の中ではこの1年の間にご逝去された会員の

ます、
「ブロンズの会」の第39回総会が、7月1日（月）に

報告、労福協総会で第43回労働福祉功労賞を受賞され

書面による報告・提案の形で開催されました。

ました綱木富夫氏はじめ6名の方の新会員としての紹

本来であれば会員の皆さまにお集まりいただき、講

介をさせていただくとともに、今年喜寿を迎えられた

演等の記念イベントや懇親会を併せて行うことが恒例

西尾利夫氏、杉本重和氏の紹介もさせていただきました。

となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡

議案としては2019年度の活動報告および2020年度

大防止の観点から
「書面による総会」
のみとなりました。

の活動方針案について報告・提案され、
承認されました。

愛知県労働協会

受講者募集のお知らせ

職 場 の パ ワ ハ ラ・セ ク ハ ラ 防 止 セ ミ ナ ー
職場におけるハラスメントを防止することは、多様な人材が気持ちよく働き、企業の生産性を高めるための重要な職場
環境の要素です。ハラスメントはメンタル不調者増加傾向の一因ともされています。職場におけるハラスメント防止につい
てどのように対策を講じればよいのかを、この機会に一緒に考えていきましょう。

日
場

時
所

令和2年12月15日（火）10:00～16:00
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
あいち労働総合支援フロア（17階）
セミナールーム
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
講 師 アトリエエム㈱ 代表取締役・産業カウンセラー
三木 啓子
受講料 8,000円（消費税込）

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
E-mail bunka@ailabor.or.jp
http://ailabor.or.jp/
TEL （052）
485- 7154
FAX（052）
583-0585
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連
合

ひとりで悩まず

まず相談を！

愛

労働相談ホットラインを実施

知

連合愛知は、新型コロナ関連の労働相談
が急増していることから、構成組織の協力を
得て6月9日(火)～11日(木)の3日間、
「新型コ
ロナ関連集中労働相談ホットライン」を実施
しました。
Web広告の配信や新聞に開催予告・相談
状況が掲載されたこともあり、3日間で190
件、うち新 型コロナ関連の相 談が全 体の
84％(159件)を占めるなど、想定を上回る数
の相談が寄せられました。
新型コロナ関連集中労働相談
女性のための全国一斉集中労働相談
相 談 の上 位 項 目は 、賃 金 関 係 が 93 件
ホットライン
ホットライン
(48%)、雇用関係32件(17%)、内容は休業
連合愛知加盟組合の女性役員が相談員として対応し、2
手当に関する相談が90件と最も多く、
「アルバイトでも休業
日間で66件の相談が寄せられました。
手当はもらえるのか」
「休業手当の計算方法を教えてほしい」
女性のための労働相談は、6月の連合「男女平等月間」
「個人で休業手当を請求できると聞いたが、申請方法を教え
の取り組みの一環として、職場内におけるセクハラ・パワハラ・
てほしい」など、様々な相談がありました。
マタハラ・嫌がらせなど、働く上で悩みを抱えている女性を
持続化給付金や特別定額給付金に対する問い合わせも
対象に毎年実施していますが、今回は新型コロナ関連の相
数件あり、中には生活に困窮している方からの切実な相談
談も追加しての開催となり、新型コロナ関連の相談が44件
もありました。
(67%)と多くを占める結果となりました。
また、6月15日(月)～16日(火)の2日間で「女性のための
連合愛知は、今後も「労働相談ホットライン(0120-154全国一斉集中労働相談ホットライン～職場で悩むあなたを
052)」などで、すべての働く仲間の不安や悩みに応えるとと
応援(サポート)します!～ 新型コロナ関連の相談も受付中」
もに、労働組合結成の助言や支援を続けていきます。
を実施しました。

75年前の夏を忘れない

連合愛知「WEB原爆パネル展」を配信
連合愛知は、
「核兵器廃絶」による世界の恒久平和実現
に向けた世論喚起の取り組みとして、毎年「原爆パネル展」
を開催しています。
今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、会場
を用いたパネル展は行わず、WEBによる原爆パネル動画を
配信しました。
広島・長崎に原爆が投下されてから75年の歳月が経った
今、二度と悲惨な戦争を繰り返さないよう、戦争や核兵器
の恐ろしさと平和の尊さを見て、学び、感じる機会として、
多くの方々に「WEB原爆パネル展」を視聴
いただきました。
WEB原爆パネル展はYouTubeでもご覧
いただけます。QRコードからアクセスして
ご視聴ください。

連合愛知の政策を行政に要請

「2020－2021年 働くことを軸とする安心社会」
実現のための要望書を提出
連合愛知は行政に対して、勤労者・生活者の
立場に立った政策を反映させることを目的に、
毎年要望書を策定しています。2020年度は7月
29日(水)に愛知県、7月30日(木)に愛知労働局
に対し、それぞれ要望書を提出しました。
愛知県への要望書提出では、佐々木会長より、
新型コロナウイルスに対する愛知県の対応への
感謝と、コロナ禍における連合愛知の取り組み
や、課題認識などを要望書に盛り込んだ旨の挨
愛知県への要請行動
愛知労働局への要請行動
拶をし、大村知事へ要望書の手交をしました。
あわせて佐々木会長より、愛知のフードバンクから岐阜・ 中小企業へのテレワーク導入支援およびテレワークが導入
できない工場などへのコロナ対策指導の強化、組合のない
三重にも食料の支援をしている実情を伝え、各県における
事業場への雇用調整助成金等各種制度の説明会の実施や、
フードバンク等のNPO団体の育成について要望しました。
外国人労働者へのサポート強化を要請しました。
また、愛知労働局への要望書提出では、木原愛知労働局
長へ要望書を手交した後、副会長より新卒者への就職支援、
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東 海 労 働 金 庫

東海ろうきん の

マネートラブル講座 ⑨
奨学金問題

こんな手口、あんな手口

必要以上に借りない

へえー。

いちど転職浪人した

普通のローンと同じで
滞納すると大変よ！

…

返済が終わるまでは借金

そうそう 奨学金って︑

をかかえてるのと同じ

■返済のための新たな借金は
絶対にノー！と言える？

的に考えなくちゃね︒

■金利はいくらか知っている？

なんだよね︒返済は計画

■その借金は返済可能？

「借金が返せない、多重債務に陥ってしまった
……」、そんな時でも必ず解決法はあります。とに
かく、知識をもった人や信頼できる機関に相談する
ことです。借金を抱えると誰にも話せず、ひとりで
長期間悩むことが少なくありません。その間にも借
金はふ＜らんでいきます。

…

早ければ早いほどいい

■冷静に考えて、それは本当に
いま必要なお金（もの）？

滞納したことがあるんだ︒

■ローンもクレジットも借金だ

奨学金の返還シミュレーションなんだよ。
病気や災害で収入がストップすることも
考えてね。
ことがあってね その時

多重債務者にならないための
5つのチェックポイント

貸金業法改正以降、一時なりを潜めていたテレビ
CMも復活し、いまやカードローン全盛期です。気
軽に、簡単にお金が借りられる時代なのです。また、
ネットで申し込んだり、web明細を使うと、誰にも
知られずに、その日のうちに借金することができま
す。そこに「借りすぎ」という危険が潜んでいます。

何︑熱心に見てるの？

まず、借金を洗いざらい書きだします。債務が明らかになれば自分
の状況に応じた解決法が見えてきます。そのためにも、家族や弁護
士に一時のがれのウソをつかないこと。そして「解決するのは自分だ」
という強い気持ちを持ってください。仮に肉親が肩代わりしたとして
も根本的な解決にはなりません。再び多重債務への道を歩むかどう
かは本人次第なのです。

ん？

多重債務問題は必ず解決できる！

返済は延々と続く!!

相談窓口
［借金が返せない］

［所得が低く、生活困窮 !］

国民生活センター越境消費者センター
https//ccj.kokusen.go.jp/

日本弁護士連合会

生活保護

各都道府県警察本部の総合相談窓口

TEL 0570-783-110（ひまわりお悩み 110 番）

……居住する自治体の福祉事務所

不当請求や、法外な金利を取られたり、脅迫的な

http://www.nichibenren.or.jp/

……各地の生活保護支援法律家ネットワーク

取立てを受けた場合。

ホームページで全国各地の弁護士会の連絡先を紹介。

（首都圏は 048-866-5040）

法テラス（日本司法支援センター）

日本司法書士会連合会

生活福祉資金貸付制度

TEL 0570-078374

TEL 03-3359-4171

……お近くの社会福祉協議会

http://www.houterasu.or.jp/

http://www.shiho-shoshi.or.jp/
ホームページで全国各地の司法書士会の連絡先を紹介。

法テラス（日本司法支援センター）（前出）

［ヤミ金の取り立て］
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会
http://www.cresara.net/

法的トラブルに関する相談先を紹介。

［組合員なら］
労働組合またはろうきん各支店

［契約を取り消したい］
［悪質商法などの相談］

［奨学金］
日本学生支援機構
奨学金返還相談センター
TEL 0570-666-301
奨学金返還に関する相談

ホームページから全国各地の加盟団体の相談窓口が

全国の消費生活センター

奨学金問題対策全国会議

検索できます。

消費者ホットライン「188」
（いやや 局番なし）
。

TEL 03-5802-7015

地元の警察の生活安全課

電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を

日本弁護士連合会（前出）

入力するなどを行えば、住まいの地域の消費生活

日本司法書士会連合会（前出）

センター等を案内します。
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こくみん共済
愛知推進本部

2220Z002

お出かけ前に点検を

coop
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
はじめました!

ハートフルセンターの 公式

ハートフルセンターは、
公式Facebookを開設いたしました。
Facebookページでは、
ハートフルセンターの紹介はもちろん、
開催イベントのお知らせやお得な情報等、様々な内容を
配信してまいりたいと思います。
是非、アクセスいただき、Facebookページトップの
「いいね！」
してね
「いいね！」
をしてみてください。

ハートフルパーティー

婚活セミナー

女性が気になる顔のたるみやむくみを
取る表情筋トレーニングを取り入れな
がらワンランク上の笑顔をマスター。
美しい仕草やモテ姿勢のレッスンも。
自分磨きしませんか？

女性のための婚活応援セミナー

スマイル de 婚活セミナー

通常のパーティー

11/1
日
●
会費 男性

日 13：30〜15：30
11/15●

東京第一ホテル錦
女性

4,0００円

男性・女性とも 36〜48歳くらい
※男性・女性ともに独身の方
※男性は労働組合のある企業勤務の方

ハートフルパーティー
における

1 受付

12/6
日
●

受付時間 13：30〜13：50 男女
開催時間 14：00〜16：30 各18名

6,0００円

コロナ対策

募集人数 女性
（独身）
36名 年齢不問 会費

会費 男性

受付時間 13：00〜13：20 男女
開催時間 13：30〜16：00 各16名

女性

12/20
日
●

3,0００円

会費 男性

名古屋東急ホテル
受付時間 15：30〜15：50
開催時間 16：00〜18：30

8,0００円

女性

男女

各16名

6,0００円

男性・女性とも 20代・30代

※男性・女性ともに独身の方
※男性は労働組合のある企業勤務の方

安心してハートフルパーティーにご参加いただけるよう、以下のような対策をしています。
また、密を避けるため、通常よりも少人数、もしくは広い部屋で開催します。

2 開始前

フィジカルディスタンスを保った座
非接触型の体温計にて検温します。37.5度以上の方はご参加い
ただけません。手指の消毒を行ってから入場していただきます。 席割。開始まで、席にて静かにお待
ちください。
受付スタッフはマスク、
もしくはマウスシールドを着用します。

パーティー情報を随時更新中！
詳しい開催内容とお申込みはホームページをご覧ください >>>

快適に
住まう

★クリスマスパーティー（料金と時間が異なります）

男性・女性とも 28〜40歳くらい

※男性・女性ともに独身の方
※男性は労福協東三河支部にて募集
※男性は東三河地区に労働組合のある企業勤務の方
女性のみの募集

近藤友子氏

表 情 筋トレーニン
グやウォーキングの
講座を開催
著書「恋する50代
のつくり方」

1,0００円／名

ホテルアソシア豊橋
7,0００円

講師 :

瓦割れ相談事例

3 パーティー中

4

パーティー終了

フィジカルディスタンスを保つため、
デザートビュッフェをやめ、ワンプ
レートにて提供。随時、椅子やテー
時間差にて退出いただきます。
ブルの消毒を行ない、換気をします。

アプリを登録してパーティー情報を
GETしよう！※ハートフルカード番号を入力してください。

屋根瓦の補修工事

〜屋根瓦（コロニアル）の
割れ紹介〜

相談 「瓦が割れているので、雨漏り

します。」と業者から言われ、補修工事
及び塗り替えを勧められました。
見積金額 A社 71万円、B社 45万円、
C社 99万円 …と、あまりの価格差に
心配です。

対応 基 金 協 会 住 宅 事 業 部 の
一級建築士調査員が調査したとこ
ろ、瓦は「コロニアル瓦」でした。
瓦は2枚重ねとなっていて、下の瓦
に損傷がないことから雨漏りの心配
はなく、接着剤で固定などしました。

重なり部分の下の瓦は健全

カラーベストの破損

コンクリートボンドで補修

板金部の浮いている釘固定

屋根調査時に補修（修理代 : コンクリートボンドの材料代のみ）

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

https://www.heartful.or.jp/

ハートフル事業部
住 宅 事 業 部

0120-101-810
0120-682-851
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“片手にスコップ、
片手にビール”
がポリシー
「我が家の庭」
感覚で取り組む地域の環境改善
シリーズNPO

No.35

特定非営利
活動法人

佐奈川の会

東海ろうきんの
「NPO寄 付システム」が
応 援しています。

豊川市の二級河川「佐奈川」。ここは、戦時中に海軍工廠（現・陸上自衛隊）の基地があった頃に
下水の必要から手を加えられた“半運河”。公害問題が叫ばれた頃にはヘドロにまみれたことも
あった。それが今ではイカダ遊びもでき、季節の花が咲く市民の憩いの場。その実現には「佐奈川
の会」の20年にわたる地道でかつ緩やかで持続的な活躍があった。

◆子供の頃の昔はヘドロの川だった
「私が小学生の頃は公害がひどく、草
茫々でヘドロに汚れた川でした。海軍工
廠での戦没者の鎮魂にと植えられた桜の
お花見のほかは佐奈川は見向きもされま
せんでした。市が税金を使って業者に頼
み、年に1・2度草刈りをする程度だっ
たんです」（石黒）。
もともと流域の住人が、
“町内の草刈
り”としてやるところを、行政が草を刈
るのでは税金の無駄遣いだし、抜本的な
環境改善もおぼつかない。そう考えた人
たちが、さっそく草刈り・環境改善活動
を始める。
◆始まりは青年会議所の委員会活動から
草が伸び放題、ゴミも捨てられたりし
ていた流域をきれいにしよう！その活動
の張本人が実は今の会長、石黒さんその
人だった。
「もともと青年会議所の委員会活動と
して始めたんです。20年前発足当初の
初代会長は行政方面にカオが効く当時の
青年会議所の理事長。私や委員会の中心
メンバーは、どんどん作業を進めていき
ました」（石黒）。
当時はある種NPO流行の時期でもあ
り、豊川市内にはほかにもいくつか
NPOが立ち上がった頃だった。他は会
議ばかりでなかなか進まない中、佐奈川
の会は、目的もはっきりしているので
「ビール飲みながらでもすぐ取り掛かれ
るじゃないか」と流域でのイベントも絡
めながら環境改善に活発に動いた。
◆英国の「グラウンドワーク」の理念に
学ぶ
その発想の原点は、1980年代に英
国・サッチャー政権下での財政改革の一
環として行われた「グラウンドワーク」。
地域住人・企業・行政のパートナーシッ
プにより、グラウンド（＝生活の現場）

金屋小・中学校前の河川敷に市と契約して整備していった
コスモスの花壇。手入れもみんなの手で行う。

でのワーク（＝創造活動）を持続するこ
とで、自然環境や地域社会を整備・改善
していこうという理念だ。
「つまり、行政に税金の無駄遣いをさ
せない。行政に頼りきるのでなく、市民
自身でできることは自分たち市民でやろ
うじゃないかということなんですね」
（石黒）。
この理念が日本に紹介されだしたのは
1990年代のころ。多くの環境保護や福
祉関係のボランティア団体がNPOへと
変わっていった頃と符号する。
「行政はNPOに若干の補助金を出す。
企業は飲み物を提供したり社員が協力し
てくれたりする。学校の生徒さんたちは
教育の一環としてボランテイアと生態系
観察などで関わる。
始めは消極的だった地域の方たちもい
まは協力的です。時々地域の方がまった
くのボランテイアで会の備品の草刈機で
草刈りしてくれます。長続きのコツは、
無理しないこと。「ビール片手に」の精
神ですから」（石黒）。
◆浅い二級河川流域の程よい遊び場
今の佐奈川からは、荒れ放題でヘドロ
で汚れた昔の姿は想像できない。かつて
は「良い子は川に入らない」の立て札が
随所にあったがそれも今はない。コスモ
スや菜の花も桜と競うほどになった。
「佐奈川を巡ってこの20年ほどで、
いろんな立場・年齢層の人たちの利害が
バランスよく噛み合っていったんでしょ
うね。ここは川幅も水深もちょうどいい。
行政も周辺に散歩道を整備したりしてく
れる。前会長は“川がきが戻って来た”
と言ってます」（石黒）。
長く活動が続けば、かつての小中学生
が親にもなる。そうして佐奈川に関わっ
てきた人には、もう“ウチの庭”も同然
なのだろう。

ゴミ拾いのあとの魚釣り大会。魚に詳しい先生を招いて、
「大
きいで賞」
「めずらしいで賞」などで盛り上がった。

愛知県福祉事業団体情報誌 ハナノキ 2020 秋号
発行

愛知県労働者福祉協議会

佐奈川の会会長の石黒仁史さん。活動の拠点
は佐奈川そのものなので、ご自身が社長をつと
める会社の会議室でお話をうかがった。

■特定非営利活動法人

佐奈川の会  事務局

https://hikumahitoshi.wixsite.com/
npo-sanagawa
〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4-4
豊川商工会議所会館内（豊川青年会議所ルーム）
TEL = 0533-86-9223

(9時〜16時 但し12時〜13時、土日祝日は除く)
FAX = 0533-84-5070

◆例年の佐奈川の会の活動
（予定）

6月中旬：河川整備

（

8:00時から1.5時間程度
以下指定外は同様

7月初旬：コスモスの種まき

7月下旬・8月下旬・9月中旬：河川整備
8月初旬：イカダ下り
（8:00時から15:00時）
9月下旬：コスモス鑑賞会と川と海のクリーン
大作戦
（10:00時から15:00時頃まで）
11月初旬：菜の花の種まき
佐奈川の会は地域の皆さんに開かれた会

です。参加会費も会員登録も不要です。
都合のつく時に自由にご参加ください。

※作業に必要な道具・飲み物・ボランティア
保険などは当会で用意してあります。
※車でお越しの方は金星中学校に。

《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
東海労働金庫豊川支店
豊川市諏訪3-242-4

0120-690164

桜木小・金屋小・中部小などの子供と会員や親たちで楽しん
だイカダ下り。三河湾臨海緑地までの佐奈川探検。

No.202

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/

）
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