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三河工芸ガラス美術館三河工芸ガラス美術館（西尾市）（西尾市）

これまでにない美しいガラスの世界これまでにない美しいガラスの世界
巨大万華鏡「スフィア」の宇宙の拡がりを巨大万華鏡「スフィア」の宇宙の拡がりを
三河工芸ガラス美術館三河工芸ガラス美術館で体験してみませんかで体験してみませんか
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子供のころお母さんのお化粧をマネて鏡の前で口紅で遊んで怒られた経験はありませんか？それがちょっと豪華な三面鏡の
ドレッサーなら正面だけでなく角度が変えられる鏡も左右に1枚ずつあったはず。はじめは化粧品に興味を惹かれるものの、
鏡の角度を変えたりしているうち「わぁ！すごーい」と驚いたのでは。それは、向かい合わせの左右と正面の鏡の3面に映る
無限の空間の発見の瞬間だった。ここ「三河工芸ガラス美術館」は、そんな幼い頃の原体験を、ギネス級の大型万華鏡や無
限にイメージの拡がる鏡の部屋などで呼び覚まされる美術館。“インスタ映え”を狙う女性層には特に人気のスポットだ。

三河工芸ガラス美術館の館長神谷一彦さん。
「独創性と驚きを感じるものを作り続けたいんです」。

果てしなく続く光のオブジェに果てしなく続く光のオブジェに
新しい可能性を追求するガラス工芸作家新しい可能性を追求するガラス工芸作家
神谷一彦氏の私設美術館神谷一彦氏の私設美術館

ステンドグラスも立体に組み合わせると
幻想的な空間を演出するようになる。

「スフィア」の中で繰り広げられる光の物語に見る人も組み込まれる感覚。
刻々変化する巨大万華鏡の光のパターンに魅了される。

三河工芸ガラス美術館三河工芸ガラス美術館（西尾（西尾市）市）三河工芸ガラス美術館（西尾市）

◆機械設計の仕事からの脱サラ・転身
　ショールームがいつしか私設美術館に

西尾駅から車で住宅街を15分ほど行く
と白壁に「三河工芸ガラス美術館」とある
のを発見。駐車場入り口から奥に進むと、
3階建ての会社の事務所ふうな建物が
あった。ここが美術館の本体（案外こじん
まりとした印象）。さっそく１階の工房ス
ペースで館長の神谷一彦さんにお話をう
かがう。
「ここは、2000年に始めた個人で営む私

設のガラスの美術館なんです」（神谷）。
神谷さんは大学卒業後、機械設計の仕事

に13年間携わっていたが、36歳の頃、くも
膜下出血で突然倒れた。1週間ほどの入院
中に「機械も好きだが、もっと自分らしい
生き方を」と脱サラを決意。フランチャイ
ズの彫刻ガラスの仕事を始めた。
「花形の機械設計から脱サラした人がい

る！とメディアの取材もありました。でも、
店舗設計業者などに営業したものの、大手
にはかないませんでしたね」（神谷）。

営業でまわるよりショールームに顧客を

引きつけようと、サンドブラストの彫刻ガラ
スで天女が踊る図案の作品やステンドグラ
スの作品などを見本に作っていくが…
「地域性なのか、日本家屋にはガラス

アートは馴染まないようで。無料のショー
ルームに“見に来る”人は増えても“買う”
顧客はまれでした」（神谷）。

◆�他にないサプライズのある作品を
　展示作品はどれも自作のオリジナル

そんな不遇な時が3・４年続き、このまま
ではダメだ。それならと、神谷さんはここ
をガラス工芸作品専門の美術館にして、入
館料収入で生計を立てようと決意する。
「ブレイクしたのは3年ほど前から。きっ

かけは展示物の撮影を解禁したあたりか
らでしょうか。館内で作品と一緒に撮った
個人の写真がインスタグラムやSNSで拡
散されていったのが大きかった」（神谷）。

それにしても、展示作品の＊技法の多様
さ、＊細かなミニチュアから見る者を全面
で包み込むほどの大規模なものまでのス
ケールの幅、＊平面も立体に鏡やガラスを

組み合わせた混合技法、＊抽象と具象、
等々…これほど多彩な種類の作品をよく
集められたと、関心していると…「展示作
品73点のうち、66点は私が作ったオリジ
ナル作品です」（神谷）と言われたのには
びっくり！トンボ玉や切子ガラスを除い
ては、持ち前の技術者ならではの集中力＋
手先の器用さ＋若い頃漫画を描いていた
という絵心をガラスの可能性に賭け、全て
独学で身につけたと言う。
「私設で美術館を運営しようというから

には、他の公営の大きな美術館にはないオ
リジナリティ、それと、あっと驚くサプラ
イズがなければと考えたんです」（神谷）。

◆�2002年版ギネスブックにも掲載された
　巨大万華鏡「スフィア」は圧巻！
�
その言葉どおり、この美術館の目玉とも

言える巨大万華鏡「スフィア」をはじめと
する、大小さまざまな万華鏡シリーズは、
見る者を幻想的な世界に引き込む。
「子供の頃に見た万華鏡の中に、もし人

が入ったらきっとすごいだろうなという

愛知県には魅力ある人・愛知県には魅力ある人・
場所・出来事がまだまだ場所・出来事がまだまだ
いろいろ。そんな愛知のいろいろ。そんな愛知の
とくダネを毎号シリーズでとくダネを毎号シリーズで
お届けしています。お届けしています。
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三河工芸ガラス美術館三河工芸ガラス美術館
http://mikawakougei.com/

●愛知県西尾市富山町東郷5 〒444-0326

●電話/0563-59-3334
●開館時間/10:00〜17:30（入館は17:00迄）

●体験コース受付/10:00　13:00〜15:00

※＊サンドブラスト　 ＊ステンドグラス

　＊バーナーワーク　 ＊フュージング

　＊万華鏡　 ＊スパークルミラー

　スタッフが懇切丁寧に指導します

●休館日/月曜（祝日の場合は翌火曜）

　第1火曜、年末年始（公式ホームページで

　ご確認ください）

●入館料/＊一般（中学生以上） 720円

　＊一般団体（20名以上・要予約） 650円

　＊小学生 460円

　＊幼児（3歳以上 ） 310円

　飲食店・エレベーターはありません

●アクセス/名鉄西尾線「西尾駅」より

　六万石くるりんバスで寺津矢田線

　「富山北」バス停下車スグ

●車でのアクセス/

　東名高速道路「岡崎IC」より約50分

　駐車場：無料

 （バス2台、普通車40台分収容）

暖かな光のステンドグラスの屋根のメリーゴーラウ
ンド。細かな部分まで作り込まれている。

神谷さんの奥様の恵子さんは受付・事務のほか作
業も手伝われる。館長の最大の理解者でもある。

彫刻ガラスに彩色する技法で仕上げる「シネ・アート」。
いつかハリウッドで展覧会を開く構想も。表情の描写に味がある。

男性来場者向けのモデルガンコレクション（3階）展示。
レアもの多数。登場したアクション映画の解説も。

ガラス工芸の体験コースは、経験したことのない人にも
懇切丁寧に教えてもらえるので安心して取り組める。

ガラス全面でのステンドグラスもあるが、小さなものでも
ガラス面や壁面のアクセントとして楽しめる。

サンドブラストは、自分のお気に入りのグラスを持ち込んでもい
い。メッセージや名前などを彫刻する人は多い。

色付きガラス棒をバーナーで溶かして作る「トンボ玉」。
人気のアクセサリーだがこれはかなりのテクニックが必要。

発想で、巨大万華鏡『スフィア』を美術館の
開館に合わせて作りました」（神谷）。

大きさは、長さ7.3m、幅3.1m、高さ
2.55m。この巨大万華鏡は2002年版のギ
ネスブックに世界最大の万華鏡として紹
介されているほど。トンネル型の空間に足
を踏み入れると万華鏡が動きだし、2分ほ
どの宇宙創生のストーリーが繰り広げられ
る。

その他“インスタ映えする”、覗き込むと
たくさんの顔が球状に拡がる万華鏡や、彫
刻鏡の部屋「四季」などは人気だ。
「写真撮影を解禁してからは、作品そのも

のだけでなく、そこで一緒に撮影される人
物の背景としての作品という位置づけも意
識するようになりました。最近のカメラは
性能がいいので、コスプレ的に着飾って来
られる方も多いんです」（神谷）。

◆�ヴァーチャルリアリティの動画配信
　などますます拡がる作品のアイデア

コロナ禍で今は落ち込んでいるものの、
コロナ禍直前の頃で年間5万人もが訪れて
いたという。この取材時にも平日にもかか
わらず何組もの来場者が訪れていた。
「今は、私が作品を作って家内が受付や

制作体験などをして二人だけできりもりし
ています。目下の悩みはお客様対応で作品
制作の時間が削られることくらいでしょう
か。でも、受付や1階の工房にいると上の階

から皆さんの歓声やナマの声が聞けます。
それが作品づくりへのヒントや励みになり
ますからね」（神谷）。

四六時中つぎの作品の構想に明け暮れ
るという神谷さんは今、一部ネット配信で
のヴァーチャルリアリティの有料コンテン
ツにも挑戦中。受信者はゴーグルで作品の
中を巡ったりもできるようになるそうだ。

◆�ガラス工芸のさまざまな技法を
　楽しめる体験コースにチャレンジ

この美術館でのもう一つの魅力は、作品
づくりの体験コース。それも1種類の技法
だけではない。6種類の技法のどれでも好
きなものを選んで挑戦できるのが嬉しい。

制作所要時間はどの技法でもほぼ1・2
時間程度。数人のグループで参加しても
↗※サンドブラストからスパークルミラー
まで各々が違う作品づくりに挑戦できる。

体験コースは、上の階の展示作品の世界
にすこしでも近づけるという手応えがある
ので、作品への理解がより深まる。

　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
取材を終えて美術館の建物を振り返った

時、あれほどの“宇宙”の拡がりがこの建物
の中にあったのか！とちょっと不思議な感
覚を味わった。



「楽しみながら
　　　　誠実な運動を」

愛知県労働者福祉協議会
会長 畑　慎一

年　頭　挨　拶

愛知労福協推進活動の3つの柱
● 事業推進による福祉向上
● 社会貢献・社会的連帯活動の推進
● 運動の継承と前進

謹んで新春のお喜びを申し上げます。
旧年中は、愛知労福協をはじめ、東海労働金庫、こ

くみん共済coop愛知推進本部、福祉基金協会（ハー
トフルセンター）の諸活動や事業推進に対し格段のご
理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
昨年もまた新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄

され続けた一年間でした。昨年度に続き本年度も定
期総会を文書による議決という形式で執り行うことと
なりました。機関会議はいくつか文書開催もありまし
たが、実開催もできるようになりました。しかしなが
ら、特に飲食を伴う行事は中止を余儀なくされるな
ど、制限を受けながらの取り組み展開となっていま
す。愛知県などとともに実行委員会を構成する｢勤労
者スポーツ大会｣も中二年続いての中止となり、中央
労福協や中部労福協の機関会議や研究集会なども
Web（もしくはWebと実開催の併用）による開催と
なっています。そんな中で各支部に置かれましては、
工夫をしながらの活動を実施していただいているこ
と、またそれらに協力をいただいている会員組合員
の皆様には改めて感謝申し上げます。

最近いろいろな場面で｢SDGｓ｣という言葉やロゴ、
バッジなどを目にすることが多くなってきています。
2030 年をゴールとした目標、これははたして達成で
きるのでしょうか？何とも言えないところですが、いろ
いろな企業、団体は多くの工夫をしてできることを展
開していることが取り上げられています。ただ、そうし
た個々の「善意と努力」が成果となるには、国連で採

択された「アジェンダ」に「実施主体の責任」と明記さ
れている「国（政府）」がリーダーシップを発揮するこ
とが必要なのではないでしょうか？残念ながら、我
が国においてもまた国際社会においても国（政府）そ
してその集合体でこうした動きが一つになっているよ
うには見えません。あいかわらず「努力」目標という言
葉が使われたりしています。残念な状況ではあります
が、私たちは、私たちの立場でできることを地道にや
るしかないです。いろいろな工夫が必要です。頭だけ
の知識ではなく、｢楽しみながらやる｣ことも運動が継
続する要因でもあります。ある団体では「“ 可愛い "
で地球を守る」として、プラスティックごみをアクセサ
リーにして販売する取り組みなども展開されていま
す。昨年のこの新年あいさつで、コロナに立ち向かうに
は「誠実さ」が大事だと書きましたが、SDGｓにも同じこ
とが言えます。｢誠実に｣できることを続けましょう。

本年もまた、2019 年に示された「2030ビジョン」
を支柱として展開される労福協運動の、その一端を
担う地方組織として愛知労福協は本年も取り組みを
進めていきます。まだまだ先が見通せる状況にはあり
ませんが、事業団体の事業推進を中心とした「働く者
の福祉向上｣と「社会貢献・社会的連帯の取り組み」
を他団体との連携も深めながら運動を展開します。ご
理解ご協力をお願いいたします。
新しい年が、皆様にとって輝かしい年となりますよ

うにご祈念申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただ
きます。
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ブロンズの会「ゴルフ交流会」
11月19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2名の参加で「ゴルフ交流
会」が開催され、優勝は篠崎敏男氏、
準優勝・東正元氏、第3位・高橋功氏
という結果でした。

ご参加されたメンバー

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた入院医療機関の医療従事
者を応援する「あいち医療応援基金」に今年度も昨年度に続き100万円の
寄附を行いました。

 社会貢献・社会的連帯の取組

2021年11月17日・目録感謝状贈呈式
佐々木副知事と畑会長

11月16日（火）に名古屋市役所、17日（水）に愛
知県庁を訪問し、労働者福祉運動の充実・強化に向
けた取り組みに対しご支援ご協力を頂きたく要請
をいたしました。①勤労者福祉活動への助成②「愛
知県勤労者スポーツ大会」の広報活動等③生涯福
祉サポート体制への支援④東海労働金庫ならびに
こくみん共済coop愛知推進本部の勤労者保護の
取り組みへの活動支援⑤フードバンク活動の促進
⑥医療介護従事者等への支援に対して名古屋市の
中田副市長、愛知県の加藤副知事へ畑会長より「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。

 愛知県ならびに名古屋市へ「令和4年度要請書」を提出しました。

加藤副知事に対する要請書提出中田副市長に対する要請書提出

昨年度は中止となりましたが、
10月27日（水）、ボランティアガ
イドによる案内で岐阜県郡上八幡
の街並みを巡る「文化探訪」を会員
15名・事務局3名で開催しました。

 ブロンズの会「文化探訪」

ご参加されたメンバー
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実務担当者研修会
2021年11月5日
参加：19名
場所：�ライフポートとよはし

第37回ボウリング大会
2021年11月19日
参加：84名
場所：�コロナキャットボウル豊川

こくみん共済coop横断旗 みよし市へ寄贈
2021年10月15日
参加：4名
場所：�みよし市役所�市長公室

退職準備セミナー
2021年11月27日
参加：147組228名
場所：�豊田市福祉センター41会議室

第41回定期総会
2021年10月1日
参加：34名
場所：小牧勤労センター大研修室

書記・実務担当者研修会
2021年11月25日
参加：44名
場所：�名鉄グランドホテル・名古屋四季劇場

第46回定期総会
2021年10月21日
参加：出席代議員44名
場所：�東海市立勤労センター多目的ホール

第17回退職準備セミナー
　　�（東海地区）2021年10月30日　　（半田地区）2021年11月6日
参加：（東海地区）14組20名　　　�　　　（半田地区）23組44名
場所：�（東海地区）東海市立文化センター�　（半田地区）アイプラザ半田

第11回チャリティゴルフ大会
2021年10月13日
参加：46名
場所：�ＧＯＬＦ５カントリー
　　��みずなみコース

2021年秋季会員全体会議
2021年11月22日
参加：34名
場所：�アビタン

チャリティーゴルフ大会
2021年11月26日
参加：63名
場所：�中日カントリークラブ

秋季全体会議
2021年11月30日
参加：34名
場所：アビタン大ホール

秋季会員全体会議
2021年11月17日
参加：41名
場所：�東海労働金庫本店ビル
　　��別館6F��第8・9・10会議室

第４６回支部定期総会
2021年10月20日
参加：24名
場所：�津島市文化会館　視聴覚室
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東海地区退職準備セミナー 半田地区退職準備セミナー

第44回 働く者の作品展
2021年11月17日　（〜11月21日）
参加：出展数36作品、来場者数168名
場所：岡崎市美術館

自治体懇談会
2021年11月15日
参加：18名
場所：全労済刈谷会館3階会議室

秋の大収穫祭
2021年10月2日
参加：36家族120名
場所：東郷町近藤ファーム

福祉事業団体実務担当者・書記研修会
2021年11月18日
参加：20名
場所：�御園座・御園小町

自治体要請活動（岡崎市、幸田町）
2021年11月15日
参加：支部三役10名
場所：岡崎市役所、幸田町役場
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秋季全体会議
2021年12月1日
参加：51名
場所：�労金金山支店3階会議室

2021年10月21日（木）17地区代表と県友の会役
員の76名により第24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。

コロナ対策として、昨年同様に開会式・表彰式は
省略し、結果は後日に発送することとし、熱戦を繰
り広げました。

結果は、団体優勝が豊田支部友の会(4名の合計グ
ロス340,NET295.6)、2位が東海地区友の会、3位
は豊川支部友の会でした。

個人優勝は豊田支部友の会の原田定和さん(グロ
ス78、NET 70.8)、２位は渡辺孝さん（名古屋西支部
友の会）、３位は田川隆司(東海地区友の会）でした。

第24回交流ゴルフ大会

●申し込み･問い合わせ●

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。

開催方法 ZoomウェビナーによるWebセミナー＜LIVE配信＞
会社や自宅のパソコンからＷeb受講 受講料 14,000円（5日間・税込）

令和4年　　「毎週木曜日　朝からWebで学ぶ労働法」
● 2/10㈭  9:30～11:30…知らないでは済まされない！最新判例等を踏まえた職場のＬＧＢＴ実務対応Ｑ＆Ａ
● 2/17㈭  9:30～11:30…従業員による不祥事・秩序違反行為の実務対応
● 2/24㈭  9:30～11:30…トラブルを生まない　手当の廃止・見直しの考え方　
● 3/ 3 ㈭  9:30～11:30…最近の募集・採用、内定・内々定・試用をめぐる法的トラブル
● 3/10㈭  9:30～11:30…コンプライアンスで求められる企業倫理とは

　受講者募集のお知らせ労働法講座Ⅱ
〒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

今年度は１１月１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）の午前・午後
の計6回、れあろ大会議室で順次開催し、合計２６３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５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。

毎回参加者にお願いしていますアンケート(２５６名)では、
今までの不明な点や疑問が理解でき、具体的で判りやす
い説明を聴くことができ、大多数の方がセミナ－に参加して

「参考になりよかった」と回答を得ました。

第１７回名古屋ブロック退職準備セミナ－を開催

挨拶する大塚代表 講師の鈴木久子さん 熱心に聴講する参加者の皆さん

チャリティゴルフ大会
2021年11月13日
参加：89名
場所：�TOSHIN�さくらHills�Golf�Club

秋季全体会議
2021年11月10日
参加：35名
場所：�ウインクあいち

第8回さわやか健康リレーマラソン
2021年11月28日
参加：19名
場所：�あいち健康の森公園（大府市）

団体優勝の豊田支部友の会の皆さん
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10月19日（火）に鶴舞公園内いしずえ碑前において「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。

佐々木委員長の挨拶の後、新合葬者銘板の奉納、ご遺
族など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。

本年は故 細谷正明様、故 長谷川俊博様、故 坂平末弘
様、故 森川哲祐様、故 伊藤英成様、故 青木一様を新し
く御霊に加え、銘板にその名を刻んで「いしずえの碑」に
奉納しました。

連合愛知30周年を機にスタートした「ここあファーム」
では、津島農縁塾「みんパタ」の協力のもと、組合員と
その家族が田植えや野菜の収穫などの農業体験を通じて、
食育を学び自然に触れあえる場として、毎年農業体験イベ
ントを開催しています。

11月7日(日)には「稲刈り
大収穫祭」を開催し、「稲が
お米に変わるまで」について
学習した後、稲刈りをはじめ、
稲からモミを剥がす脱穀やと
うみ掛けなど、昔ながらの農
作業を体験しました。参加者
からは「一年もかけてお米が
作られる大変さが分かった。
子どもたちにお米の大切さを学ばせられて良かった」と好
評を博しました。

また、11月21日(日)には「芋ほり大収穫祭」を開催し、
サツマイモの栽培方法や品種による違いなどを学んだ後、

ワラを使った「かかし作り体験」を実施し、家族で協力し
合いながらかかしを作り上げ、優れた作品を表彰しました。

続いて芋ほりでは、サツマイモの茎を切り大きな芋を掘
り出すと、子どもたちから大きな歓声が上がりました。

収穫した農作物の一部は、フードバンクに取り組むNPO
法人「セカンドハーベスト名古屋」に提供し、支援を必要
とするご家庭や福祉施設に届けられます。

10月28日（木）名古屋市公会堂大ホールにおいて、第
33回定期大会を開催しました。『私たちが未来を変える～
安心社会に向けて～』をスローガンに、2022～2023年度
活動方針の審議をはかる今大会は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から来賓の臨席を見送るとともに、参
加人数を縮小して開催し、構成組織・地協の代議員など全
体で230名が参加しました。

冒頭、佐々木会長より①第49回衆議院議員総選挙の取
り組みについて②春闘・組織拡大・社会貢献など先期活動
のふりかえり③来期の活動は新体制により「まもる・つなぐ・
創り出す」の３項目を主要な柱として、構成組織・加盟組合・
地域協議会連携のもと、私たちがめざす社会の実現に向
けて取り組む旨の挨拶がありました。

続いて、2021年度活動経過報告、決算報告の後、「2022
～2023年度活動方針（案）」「2022年度予算（案）」「役
員の選出」を審議し、可決・決定されました。

さらに、特別決議として「第49回衆議院議員総選挙」

および「第２６回参議院議員選挙必勝決議(案)」を全会一
致で採択しました。

新役員のあいさつでは、代表して可知新会長から退任
者へのお礼とともに、決定した方針に基づいて雇用や生活
に困っている人を「まもる」ことにこだわり２年間の活動を
進めたい、との力強い決意表明がありました。

最後に、可知新会長の先唱による「がんばろう」で締め
くくり、大会を終了しました。

私たちが未来を変える～安心社会に向けて～
連合愛知第33回定期大会を開催

「いしずえの碑」に新たに6柱を合葬
第60回愛知県社会運動家顕彰追悼祭を挙行

新合葬者銘板の奉納

親子で楽しく農体験!
ここあファーム2021年度農業体験イベント

親子で稲刈り体験

オリジナルかかしの前で記念撮影!

可知新会長第33回定期大会

芋ほり大収穫祭
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93.2
▼

95.7
モバイル端末全体
（携帯電話・PHS及び
スマートフォン）

83.4
▼

74.0
パソコン

9.7
▼

79.2
スマートフォン

85.8
▼

64.5
固定電話

7.2
▼

40.1
タブレット端末

主な情報通信機器の
保有状況（世帯）

（平成 22年～平成 30年）
総務省

黒数字／平成 22 年
白数字／平成 30 年（%）

マネートラブルのリアル ⑤
東
海
労
働
金
庫

東海ろうきんの東海ろうきんの

SNSの誘い、断る勇気ある⁉

いいニュースも、デマも
災害時の安否確認や緊急情報、支援情報など、SNSはたい

へん効果を発揮します。いっぽうで面白半分の悪質なデマも拡
散しています。

誰もが自由に書き込み・発信できるSNSの利点が、誹謗中傷
などで「炎上」し、コミュニケーションに深刻な影を落とす場
面が増えています。
アカウント管理は厳密に

SNSはインターネット上に氏名、メールアドレス、写真などを
公開してコミュニティーの輪に参加しますが、プライバシーの
公開は最小限にとどめなくてはいけません。スマートフォンの位
置情報やスマートフォンで撮った写真からは、所在地や自宅の
位置が簡単に割りだされてしまうこともあります。

イベント情報や興味をひく広告などで「アプリ連携」「SNS認
証」のような表示をうっかり許可認証してしまうと、個人情報
から友人リストまで盗まれてしまい、あなた名義で詐欺サイト
への誘導メールが始まりかねません。逆に、知人の名前であな
たのアカウント情報や認証情報を聞いてくる場合は要注意です。

アカウント乗っ取りや不正ログインを防ぐため、ID、パスワー
ドの使い回しは避けましょう。
ネットからリアルに??
「友達」と「ただの知り合い」、その区別は微妙です。SNSの

知り合いから誘われるとつい信用してしまいがちですが、相手
に実際に会ってみたら商品を売りつけられたり、不本意な契約
をさせられるかもしれません。

SNSの誘いだからと警戒を怠ってはダメです。
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愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）

TEL  052-681-7959 （平日9：00～17：00　土・日・祝日、年末年始は休業）

お問い合わせ先

たすけあいから生まれた保障の生協です。
「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。

ピットくんのことどれだけ知ってる？
家族で、ピットくんクイズに挑戦しよう！！！

公式キャラクターピットくんと
ピットネネ

Q1.ピットくんの誕生日は何月何日？
Q2.ピットくんの好きな食べ物は？
Q3.ピットくんの体重は？
※答えは右下
あなたは何問、正解できましたか？
詳しく知りたい方は、こくみん 共済 ｃｏｏｐ ホームページ ピットくんの森をご参照ください。

年に一度は保障の見直しをしましょう

《答え 》 A1.  5 月 5 日　　 A2. 甘いもの。とくに花の蜜　　 A3. 小さい桃の種 1 つ分

「保障に加入しているから安心！！！」 と、何年もそのままにしていませんか？
必要な保障額は、家族構成の変化などで、厳密に言えば毎年変化していきます。

新年を保障の見直しのタイミングと決めて、
毎年適正な保障で1年を過ごしてみてはいかがでしょう。

とは言っても、どうしていいか分からない・・・
そんな方は、所属の労働組合や共済ショップをご利用ください。

こくみん共済 coop 
共済ラインナップ

ピットママピットパパ

10

こ
く
み
ん
共
済coop

愛
知
推
進
本
部



11

〒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  GW・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

あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポートあなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート

ハートフルセンターの生活    　 情報ハートフルセンターの生活    　 情報お 得

0776-77-2600お申込みは
こちらまで あわら温泉 美松あわら温泉 美松

み       まつみ       まつ

（イメージ）※写真の刺身盛り合わせは二人前です。（イメージ）※写真の刺身盛り合わせは二人前です。

GoToトラベル
再開になった
場合は
適用OK!

客　室
食事会場

本館スタンダード和室10～12畳
イステーブル（広間）

旅行代金 お1人様（税込）※おとなのみ別途入湯税150円要

※お支払いは現地にて現金払いとなります。

おすすめプラン（イメージ）
※お品書きは四季変わりとなります。
おすすめプラン（イメージ）
※お品書きは四季変わりとなります。

◆〒910-4105 福井県あわら市舟津26-10 ◆予約受付時間／9：00～20：00 ◆年中無休 ※システムメンテナンスの為、休館となる場合がございます。

「ハナノキ」を見たとお伝えください。

ネットショップ通販サイト 通称 ： ハモール

会員だけが利用できる
おかげさまで一周年！ハルカモールは

★開業1周年★ アニバーサリーセール★開業1周年★ アニバーサリーセール

詳しい開催内容と
お申込みはコチラ

2/5 ●土 サイプレスガーデンホテル 30～45歳くらい男女 各10名

男性 6,5００円
女性 4,5００円

会
費

受付時間 12：30～12:50
開催時間 13：00～16：30

セミナー&レッスン付！

ウェディングを専門とする
メークアップアーティスト
が、3つのポイントで愛さ
れメークを完成させます。&

愛され
メークアップ
レッスン

女性向け

男子力
アップ
セミナー

男性向け

男性 6,0００円 
女性 4,0００円

会
費

受付時間 13：30～13:50
開催時間 14：00～16：30

下記日程 共通のご案内 ※男性・女性とも独身の方

2/16●水 カフェ メイシーズ

25～40歳くらい
男女 各8名 男性 4,000円　女性 3,000円

※開催時間 14：30～16：30 （受付14：00～14:20）
※男性・女性とも独身の方
※男性は名古屋西地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協名古屋西支部にて募集します。

東京第一ホテル錦
3/13●日

30～45歳くらい
男女 各12名

※男性は尾張北地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協尾張北支部にて募集します。

名古屋東急ホテル
4/17●日

30～45歳くらい
男女 各10名

※男性は労働組合のある企業勤務の方。

※男性・女性とも独身の方
※男性は名古屋東地区の労働組合のある企業勤務の方。
※男性は労福協名古屋東支部にて募集します。

婚活アドバイザー
が、女性の心をグッと
掴むためのセミナー
を開催します。

平日開催 サイプレスガーデンホテル
1Fレストラン「ヴェルジェ」3/6●日

25～40歳くらい
男女 各12名 男性 3,500円　女性 2,000円

※開催時間 15：00～17：00 （受付14：30～14:50）
※男性・女性とも独身の方
※男性は労働組合のある企業勤務の方。

　　　　カジュアルパーティー　　　　カジュアルパーティードレスコードはありません

パーティー情報を
随時更新中！

ホテルで開催 ホテルで開催 ホテルで開催 ホテルで開催 

アニバーサリーキャンペーンは1月31日まで特別価格で会員みなさまの
期待に応えます。  　ご利用にはハルカモール会員登録が必要です。

※料金は全て税込

セミナー講師
　吹原 みき
株式会社CID 代表取締役

メークアップ講師
　赤星 麻里
株式会社 Pilgrim 代表取締役

ハートフルパーティーハートフルパーティーハートフルパーティーハートフルパーティー

エアコンの内部は、ホコリや油汚れの他にカビやダニの温床。
ご家族の健康のためにも、エアコンクリーニングをお勧めします。

ハートフルセンター　住宅0120-682-851お申込み 宅地分譲から住まいの健康診断・耐震診断・耐震改善・省エネ
住宅・シロアリ対策までお住まいのお手入れと何でもご提案

ここ
を

チェッ
ク

花粉のシーズン前に、お部屋の空気をキレイに！
■見落としがちなエアコンの汚れ・カビ！

使い始めて、または洗浄後3年以上たったエアコン
内部は、ホコリやカビの温床です。専門業者に依頼
をして内部まで洗浄することをお勧めします。

ホコリばかりではなく、目に見えない
カビやダニでいっぱいです。
こまめに掃除し、増殖を防ぎましょう。

ここ
を

チェッ
ク

▲エアコンの中はカビだらけ

※Joy Heart秋号（126号）にハウスクリーニング情報あり

福
祉
基
金
協
会
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●NPO立の第4のオルタナティブスクール
　「昨今、不登校も多いのですが、ここはポ
ジティブな意味での“新しい学びの場”。公
立や私立ではなくNPO立（市民立）の学校
です」。
　代表の伊沢さんから、まずオルタナティブ・
スクールの類型からお話をうかがう。
＊フリースクール：時間割がなく、自由に過ご
せる場所。不登校の救済策も含む。
＊デモグラティックスクール：自由と自治を基
本として、その日の学びや遊びを決める。
＊独自の教育哲学によるスクール：シュタイ
ナーやモンテッソーリなど、創始者の教育思
想を実践。
　「そして、私たちの取り組む＊独自型市民
性スクール：自主・自立と社会性・共生を育む
学びの場。『こどもNPO』と『NIED・国際理
解教育センター』の2014年以来の協働プ
ロジェクトの構想から2019年4月に正式開
校を迎えたのが『あいち惟の森』です」（伊
沢）。
●個人の幸福だけでなく責任ある市民に
　ここには、①自分らしく生きる、②学ぶこと
の本質を味わう、③よりよい未来をともに創
るという3つの学校の基本理念の下、自分・
社会・地球を見つめる自立と共生に結びつ
いた8つの価値観。さらに、それを実現する
ための16のチカラが独自の思想としてしっ
かり構築されている。「こうした理念体系を

作り上げるのに4年かかりました」（伊沢）。
入学希望の子の両親に基本理念を説明す
ると、①と②はうなずけても、社会性に関わ
る③はピンと来ないことが多いという。
　「子どもの将来についてのアンケートで、
欧米では『責任ある市民になって欲しい』が
多いのですが、日本は『幸せになって欲しい』
が多数派です」（伊沢）。それはそうなのだ
が…この違いも「あいち惟の森」設立のきっ
かけなのかもしれない。
●多彩な遊びと学びのメリハリで毎日充実
　カリキュラムは、①基礎学習（言葉と数の
基本）、②自由活動（「やってみたい」への挑
戦）、③テーマ・スキル学習（人権・環境・平和
などのワークショップ）、④分野別学習（外部
講師の授業や校外体験学習）、⑤プロジェク
ト（「やってみたい」を協力して実現）、⑥個別
学習計画（個別学習の１週間の振り返りと
翌週の計画）、⑦クラスタイム（クラスのミー
ティングなど）、⑧スクールワーク（広報・寄
付・環境・畑樹木のチームで活動）⑨全校
ミーティング（スタッフも子どもも対等に参
画する会議）…とそれぞれにユニークかつ
変化に富んだ内容がここの特色だ。
　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
　3年前の「こどもNPO」の取材時に比べ、
クラウドファンディングでウッドデッキも拡張
され室内スペースも拡がった。“未来人”の
ための新しい学び舎は着実に進化している。

シリーズNPO No.40

黒柳徹子さんの「窓ぎわのトットちゃん」の舞台に描かれる「トモエ学園」。それは学校教育法第一条
に定められた一般の教育機関＝“一条校”とは違う独自の学びの場。「あいち惟の森」もそうした学
び舎の一つに数えられる。以前、本誌で取材した「こどもNPO」と「NIED・国際理解教育センター」
が一緒になり3年前にスタートした “もうひとつのがっこう”だ。

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

自立と共生のチカラを育む理想の学校

校長の青野桐子さん（左）と代表の伊沢令子さん（右）校長の青野桐子さん（左）と代表の伊沢令子さん（右）
普段はきりちゃん・れいちぇるとニックネームで呼ばれる。普段はきりちゃん・れいちぇるとニックネームで呼ばれる。

こどもＮＰＯからプレーリーダーに来てもらい、夏の暑い時期にプー
ルと滑り台を作って水遊び（自由活動）

NPO法人 あいち惟の森
www.yuinomori.org
458-0818
名古屋市緑区鳴海町大清水69-1116 
TEL・FAX：  052-848-7490
(連絡可能時間帯…平日9:00～17:00)
E-mail：info-yuinomori@love-hug.net

写真撮りますと言ったら、僕も私も一緒に撮る！と
「きりちゃん」と「れいちぇる」のまわりに集まって来た。

NPO
法人

■学校種別：小学校・中学校
■運営形態：NPO法人立（市民立）
■定員：小学部46人、中学部24人
■�学級形態：異学年混合クラス 
小学部1〜3年、4〜6年、中学部1〜3年

《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。
＊お決め頂く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�名古屋みどり支店
　〒458-0045�名古屋市緑区鹿山2丁目1-3
　 0120-69-0331

木が香る明るいウッドデッキでみんなそれぞれに好きな場所に
机と椅子を置いて取り組む基礎学習（低学年・個別学習）。

小学校低学年組のテーマ・スキル学習「コミュニケーション」。
NIED のファシリテーターが子どもたちの意見を引き出す。

プロジェクト「こどものまち」模擬店の実施。
企画も材料調達もみんなで取り組む。

★ 最新情報は以下の�

SNSをフォローしてください。

★様々なカタチの支援をお願いしています。
1．志金や物品の寄付
2．NPO法人への入会
3．学習・事務のボランティア

★中途入学・新入学の応募、
　学校視察の申込み


