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道の駅したら

奥三河郷土館

原生林の大自然に触れ︑お花見を堪能し︑

戦国武将の山城や鉄道の廃線跡を巡り歩く⁝

﹁民俗文化の宝箱﹂
道の駅したら を起点に

奥三河のさらに奥深くを味わってみませんか
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ご案内いただいた現地スタッフのみなさん

今号の

ボランティアのひと
小さな気持ちを伝え・広げ・届けよう
災害ボランティア

シリーズNPO

No.41

愛・知・人

代表理事の赤池博美さん
（右）
と理事の萬谷裕美子さん
（左）

見て・触れて・学んで・旬を食す したら
昨年5月に移転・新築された
町の研究者・民俗学者たちの“宝箱”
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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。

（北設楽郡設楽町
北設楽郡設楽町）
）

奥三河地域の設楽町の北部にはすでに＊道の駅つぐ高原グリーンパーク、＊道の駅アグリステーションなぐらの2つがある
が、昨年5月、設楽町の南部に町内で3つめの＊道の駅したらがオープンした。この新しい施設には日本酒づくり体験やジビエ
（鹿肉）・五平餅など設楽町ならではのアイテムもあるが、別棟の奥三河郷土館の存在が大きく、他の2駅とは趣がやや異な
る。同館では奥三河の自然・生活文化・歴史など多彩な資料に触れられるだけでなく、同じ敷地内に設楽町観光協会もある
ので、ディープな奥三河情報をここで仕入れ、ピクニックや城跡・廃線跡探索の起点とするにはもってこいだ。

◆設楽町の文化施設
「奥三河郷土館」
が
中心施設となるユニークな道の駅

 の郷土史家たち100年来の研究成果
◆町

この日、
取材メンバーは名古屋駅からク
ルマで道の駅したらを目指した。
山間の一
本道を走り2時間弱で現地に到着。
EV車の充電施設も備えた広い駐車場か
ら入ると、
全面ガラス張りの木の壁面が印
象的な正面デザインの建物が目につく。
建物全体の2/3を占める東棟の1・2階が
奥三河郷土館。
波打つ屋根の意匠で繋がる
西棟1階が特産物を扱う清嶺市場と地場の
旬の素材が食べられる清嶺食堂。その2階
には本格日本酒造り体験の ほうらいせん
町のコンシェルジュ的存在の設
酒らぼと、
楽町観光協会がある。
予定より早く着いた取材陣は 清嶺食堂
で昼食を済ませ
（美味！）
、
まずはこの道の
駅の目玉とも言える奥三河郷土館へ。
同館は1階部分が収蔵庫と古民家の展示、
2階が入館受付とメインの展示スペースと
なっている。
さっそく学芸員の金田直樹さ
んに2階から案内していただいた。

2F入口ロビーでは町民の声や廃線と
なった田口線の映像を見ることができ、
1F
には復元古民家と土雛の展示があった。
展示室の前室では大画面による設楽町
の概略、
床面には地図が示される。
豊川・矢作川・天竜川の水源の大自然
（町
の9割が森林）
。
三州街道・遠州街道・秋葉街
道などを通じた交易。
武田信玄・織田信長・
徳川家康ら戦国武将の遺構、
田峰城などの
山城。
武田信玄による津具金山の開発も…
などなど、
設楽町の全体像を大づかみに把
握して民俗展示スペースへ。
この道の駅したらは、
各種文化施設など
で定評のある乃村工藝社がデザイン設計
を担当。この展示スペースも、設楽町産の
桧材格子組を単位モジュールとして、分
類・編集面で工夫されている。それにして
もその内容は考古学・地質学・生物学・歴
史・民俗学等などあまりにも多彩。ここに
至るには町の独特な文化の歴史がある。

学芸員として資料の分類整理に忙しい
金田直樹さんも設楽町の出身だ。
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膨大な収蔵資料は今も整理の真っ最中

「100年ほど前からの遺跡や土器などを
研究する方をはじめ、
この地には郷土史家
が多いんです。それを反映して、田口に大
名倉遺跡の考古学資料を中心に1960年、
「設楽町郷土博物館」
ができました。
この博物館に地元の先生や小学校の郷
土クラブなども資料を集めていった。
その
後、昭和52年に奥三河郷土館が開設され
た。やがてその建物も老朽化し、昨年の5
月にここに移転。
新奥三河郷土館として生
まれ変わりました」
（金田）
。
今現在も資料の収蔵庫への引っ越しと
分類作業は継続中なのだそうだ。

◆三遠南信国境地域「民俗の宝庫」を
文字通り体現した民俗博物館として

同館の運営については、地元の文化財
保護審議会、有志のマニア、個人の研究者
などの協力が大きい。郷土愛ということ
もあるが、それには背景がある。実はこの
「三遠南信国境地域（愛知県の東三河地
方・静岡県の遠州地方・長野県の飯伊地方

中央の大テーブル上には歴史年表があり、引き出しは各年代に関連 設楽町で捕獲された膨大な蝶の標本 館内に移築された古民家の土間
の道具類ひとつひとつに生活感が。
の資料が収められている。
は民間の研究者の手によるもの。

設楽町観光協会の遠山美由紀さん。
興味に応じた散策
コースの穴場などを教えてもらえる。

道の駅アグリステーションなぐらは奥三河の地場産品の直売が売り物だが、
もう一つ、すぐ隣を流れる名倉川沿いに4月上旬頃
から咲き乱れる桜並木が見事。売店や酒盛り宴会もない遠くの山並みを借景とした佇まいが素晴らしい。

の県境をまたぐ一帯）」は田楽、花祭り、盆
行事などの民俗文化が山間の集落で 絶え
ることなく続いている。そのためこの一帯
は「民俗学の宝庫」とも呼ばれ、柳田國男・
折口信夫らの著名な民俗学者らによって
早くから調査研究されていた。そうした学
研的な活動により、さらに地域の民俗文研
究の機運がこの地に根付き奥三河郷土館に
実を結んだとも言える。
国の重要文化財の山仕事などの道具類
は実物。古民家をまるごと室内に移築した
展示にも暮らしの息遣いが感じられる。
珍しいものでは、月の「バイロクス鉄石」
と兄弟格、鉱石マニア垂涎モノの「バイロ
クスマンガン」
（ 国内では主に愛知県設楽
町田口鉱山や栃木県粟野町日瓢鉱山にし
かない超レア鉱石）もある。

 道ファンにはうれしい屋外展示の
◆鉄
田口線
（廃線）
最後の一両の展示

また、
屋外には、
これも実物、
廃線になった
田口線の1両も。
「1968年に廃線となった旧
豊橋鉄道田口線の木製車両モハ14型です。
2021年11月26日に田口にあった旧奥三
河郷土館からここに移転されました」
（金田）
。
車内には当時の改札の道具類なども展
示されているので、
この1両まるごと
「田口
線博物館」
と言えるほど。車両自体も手入れ
が行き届く。

つぐ高原にあるキャンプ場に併設された道の駅つぐ高原
グリーンパークはアウトドア用品コーナーも充実。

◆設楽の町の歴史・地理を知り尽くす
コンシェルジュが観光協会にいた

展示を見たあと設楽町観光協会で設楽
の魅力・見どころを、設楽町に暮らす遠山
美由紀さんに聞く。
そのポイントは…
▶戦国大名らが覇権を争った山城趾巡り。
▶田口線と森林鉄道の廃線跡の散策。
▶町内に3つある個性的な道の駅周遊。
＊特にこの季節、道の駅アグリステー
ションなぐらの隣を流れる名倉川沿
いの2kmにわたるコヒガンザクラの
並木道。
＊星空の聖地津具高原にある三河地域
最大規模のキャンプ場が併設された
道の駅つぐ高原グリーンパーク
＊地域情報のリファレンスとして活かせ
る奥三河郷土館のある道の駅したら
…などなど、遠山さんは地元在住だけ
にマニアックな情報も聞くことがで
きる。
＊
＊
＊
民俗学でいう
「三遠南信」
は今、三遠南信
地域連携ビジョン推進会議
（SENA）
の中で
新しい生活圏の構想として、先端的な価値
を獲得しつつある。都会とは対局的な古く
て新しい“奥三河”が脚光を浴びる日が近
い将来きっと訪れることだろう。

仕込みに3日、発酵に3週間、搾りに2日をかける本格的な日本酒造り体験。
「甘酒教室」や不定期のワーク
ショップなどもある。昔の小学校の理科室を移築した酒造りのレクチャールームも懐かしい！

デザイン書道家 鈴木愛 作

https://www.kankoshitara.jp/
michinoekishitara/
■〒441-2302
愛知県北設楽郡設楽町清崎字中田17番地7
■電話/0536-63-0120（道の駅したら代表）
■奥三河郷土館・田口線車両展示施設
＊営業時間/09:00〜17:00（受付終了16:30）
＊休館日/毎週火曜（祝日の場合は翌平日）
・
年末年始（12月29日～翌年1月3日）
＊奥三河郷土館有料エリア入場料
一般300円、小中学生150円、未就学児無料
■清嶺食堂（レストラン）
＊営業時間/11：00〜15:00 年中無休
■清嶺市場（特産物販売）
ほうらいせん酒らぼ（日本酒造り体験）
＊営業時間/09：00〜17：00 年中無休
＊体験予約 https//www.houraisen.co.jp/
reserve/event
■設楽町観光協会 電話/0536-62-1000

鹿肉を贅沢に！清嶺食堂の
「森の恵みまぜそば」
と清嶺市場でも買える名産の
トマトたっぷりの
「設楽咖喱」
。清嶺市場には鹿角のアクセサリーもいろいろ。
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愛 知 労 福 協

支部だより

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、
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！
東三河支部
退職準備セミナー
2022年1月15日・2022年2月19日

参加：32名・36名 (合計68名)
場所：アイプラザ豊橋・豊川市民プラザ

豊橋会場

豊川会場

豊田支部
「年末直送品斡旋」荷下ろし
2021年12月21日
参加：50名
場所：トヨタ輸送(株)堤整備工場
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愛 知 労 福 協

海部支部

岡崎額田支部

第17回退職準備セミナー

第14回退職準備セミナー

2022年1月22日
参加：22名
（会場11名、Zoom11名）
場所：東海労働金庫津島支店2階ホール

2022年2月5日
参加：68名
場所：岡崎商工会議所

尾張北支部

西三河支部

退職準備セミナー

退職準備セミナー

2022年1月15日および16日
参加：計4回 148名
場所：小牧勤労センター

2022年1月23日
参加：167組271名
場所：刈谷市産業振興センター 小ホール
(Zoom開催に切り替え)

尾張東支部
支部設立40周年記念行事（4市1町社会福祉協議会への寄付）
2022年1月28日
参加：胡桃澤支部長 加藤事務局次長
場所：4市1町の社会福祉協議会事務所へ訪問

尾張旭市

長久手市

瀬戸市

日進市

東郷町
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愛 知 労 福 協

尾張西支部
第17回退職準備セミナー

支部役員研修会
【地震への備え≪自助・共助・公助】】

支部だより

2021年12月11日
参加：73名
場所：尾張一宮駅前ビル（i ビル）

2022年1月18日
参加：14名
場所：一宮商工会議所

名古屋北支部

名古屋西支部

労福協名古屋北支部会員限定

支部役員セミナー

「ハートフルパーティー」

2021年12月27日
参加：18名
場所：ウインクあいち

2022年1月16日
参加：10名
場所：名古屋東急ホテル（栄の間）

名古屋東支部
【愛知労福協50周年記念行事】
支部ツアー
「飛騨牛料理と郡上食品サンプル作り体験」
2021年12月11日
参加：34名
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場所：飛騨・高山

第36回新春ボウリング大会
2022年1月11日
参加：76名

場所：スポルト名古屋

愛 知 労 福 協

連合愛知・愛知労福協「助け合い運動支援金合同寄託式」
2月24日、連合愛知の執行委員会に先立
ち、れあろ6階大会議室にて連合愛知と合同
の「助け合い運動支援金合同寄託式」を行
いました。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208,000円
を畑会長より愛知県共同募金会へ寄託しま
した。

畑会長

感謝状と目録贈呈
白石好孝愛知県共同募金会会長

可知連合愛知会長

愛知県内の児童養護施設へ
「新型コロナウイルス抗原検査キット」
」を寄贈
3月1日、「愛知県共同募金会」を通じて、愛知県内
の28か所の児童養護施設に合計1,000個の新型コロナ
ウイルス抗原検査キットを寄贈しました。

畑会長

感謝状贈呈
川地史温愛知県共同募金会常務理事

大化
利益最
す！

を目指

―― キャリアアップセミナー ――

交渉力セミナー

愛知県労働協会

の
お互い

受講者募集
のお知らせ

お客様や関係者との交渉力は、ビジネスにおいて重要なスキルの一つです。交渉の勘所は、お互いの
利益が最大になるよう合意をすること、両者が満足し長期的な互恵関係を構築するところにあります。
このセミナーでは、交渉で必要な具体的なスキルである 傾聴 説得 などを実践的に身に付けます。
日 時

令和4年5月25日（水） 9：30〜16：30

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

講

師

株式会社話し方教育センター
長尾 茂友

受講料

12,000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
http://www.ailabor.or.jp/
TEL（052）485-7154
FAX（052）583-0585
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連
合
愛

2022春季生活闘争総決起集会を開催

知

連合愛知は、3月4日（金）に『未来をつくる。みんなで
つくる。
』をスローガンに、2022春季生活闘争総決起集会
を開催しました。
これからヤマ場を迎える2022春季生活闘争において、要
求実現と機運の醸成をはかるために行われ、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、名古屋市内のメイ
ン会場と構成組織・各単組の約3,000会場を
Zoomでつなぐ双方向集会の形式とし、3,611
名がオンラインで参加しました。
冒頭、可知会長は挨拶の中で、ロシアのウク
ライナへの軍事侵攻に触れ、反戦の声を上げる
アピールボードアクションを実施しました。そし
て、すべての働く者が元気になるよう、連合愛
知の仲間とともに今次春闘を盛り上げていくこ
とを確認しました。
決意表明では、オンライン参加者全員がパ
ネルを使い決意を示した後、代表して４名が決意表明をし、
続いて集会アピールが採択されました。
最後に、ガンバロー三唱で、ウクライナの平和と春闘を最
後までともに闘うことへの意思固めを行いました。
2022春闘総決起集会の動画は、連合愛知ホームページ
で配信しています。

決意表明

八代副会長

鈴木副会長

鈴木 ハズ労組
副執行委員長

辻野 NTT労組
東海総支部執行委員

小椋副会長によるガンバロー三唱

アピールを読み上げる
安藤副会長

挨拶をする可知会長

連合全国一斉集中労働相談ホットラインを実施
2月24日（木）～25日（金）
、
「STOP雇用不安！みんなの
力で職場を改善しませんか」をテーマに全国一斉で実施さ
れた労働相談には、2日間で130件の相談が寄せられ、昨
年の63件に比べて倍増する結果となりました。
最も多かった内容は職場の人間関係やパワハラ・嫌がら
せに関するものでした。また、パート労働者から「年休を取
らせてもらえない」などの相談も多く寄せられました。
新型コロナ関連の相談では、濃厚接触者になった際の勤
務や処遇の取り扱い、感染したことによる職場における差
別などの相談が寄せられました。

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、
組織化を含めた助言
や支援を続けていき
ます。

労働相談の様子

あなたのやさしさが広げる大きな支援の輪
2021
「連合愛知助け合い運動」による募金寄託式
2月24日（木）
、
「連合愛知助け合い運動」で集められた
募金を愛知県共同募金会にお渡しする寄託式を、愛知労福
協と合同で行いました。
冒頭、可知会長から、コロナ禍が長期化する中で、少し
でも困っている人のためになればという気持ちを組合員の
みなさんから頂いたことへの感謝が述べられた後、愛知県
共同募金会の白石副会長に募金の目録が贈呈されました。
白石副会長からは「コロナ禍により従来の募金活動がで
きない一方で、生活に困窮する方への支援がより必要になっ
ており、今年度もたくさんのご協力を頂けたことに深く感
謝申し上げます」と述べられました。
その後、昨年、就職・進学支度支援金を受領した施設を
代表して、駒方寮の濱田施設長から「施設を出て一人で暮ら
す子どもたちにとって、みなさまから頂く支援金は、新生活
を始める上で貴重なお金になります。また児童たちは、自
分を支えてくれる大人がいるということを感じることができ
る機会になりました。改めて感謝申し上げます」との言葉
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がありました。
今年度の寄託金
は愛知県内の児童
養護施設などの子
どもたちが、就職・
大学進学を機に退
所して独り暮らしを
始める際の支援の
ほか、福祉車両の
購入補助、福祉施
白石副会長より感謝状を受け取る可知会長(右)
設の改修・備品の
購入、子ども食堂の運営に
ご協力
使われます。
ありがとうございました
構成組織・組合員の皆様
2021 年の募金額
のご理解とご協力に深く感
36,766,989 円
謝申し上げます。
総額 1,157,753,439 円

すぐそこにある消費者トラブル

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきんの マネートラブルのリアル

⑥

国民生活センターに寄せられた相談トップテン（2018 年度）
順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

商品・役務等

件数 / 割合（%） 増減

商品一般（架空請求含む）

227,605 / 23.0

デジタルコンテンツその他

74,354 / 7.5

健康食品

32,735 / 3.3

インターネット接続回線

32,673 / 3.3

家賃アパート・マンション

32,342 / 3.3

フリーローン・サラ金

25,108 / 2.5

移動通信サービス

23,595 / 2.4

化粧品

20,225 / 2.0

アダルト情報サイト

18,695 / 1.9

相談その他

14,182 / 1.4

※ 増減は 2017 年度との比較
※ 国民生活センター「2018 年度のPIO-NETに見る消費生活相談の概要」より作成

相談は氷山の一角。被害額は５兆円超⁉

● 消費者被害・トラブル額の推計結果

消費者庁では 2013 年から毎年、
「消費者被害・トラブル額の
推計」結果を発表しています。これでみると、実際に消費生
活センターに寄せられる相談件数は１割以下。あとは泣き寝
入り⁉……推計からは、日本全体での消費者被害の大まかな
規模や高齢者の潜在被害なども予測されます。

2017 年

誰もが被害者になる
若者や高齢者を狙う悪質業者は必ずいます。
街中のアンケートをきっ
かけにキャッチセールスにつかまり、高額なクレジット契約を結ばされ
る、強引な訪問販売で大量の購入契約を押し付けられる・・・。
クレジットの返済に行き詰まり、カードローンや消費者金融から「借
りて返す」を繰り返すと多重債務はすぐそこです。
消費者トラブルもきっかけはごく身近にあります。もし悪質業者の
手口に乗せられてしまっても泣き寝入りせずに、契約を解除する方法や、
払ってしまったお金を取り返す手段があることを覚えておきましょう。
お金がなければ借りてでも
スマートフォンの普及でいろいろな情報に触れ、気に入った商品や

年度

国民生活センター集計
PIO-NET 実際相談件数
2016 年
89.1 万件
2018 年

94.1 万件

99.2 万件

消費者庁発表
推定件数
969 万件
1,138 万件

1,098 万件

消費者被害推計結果
既払金推定額（年額）

4.8 兆円
4.9 兆円
5.4 兆円

※
「既支払推定額」は、実際に消費者が事業者に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払い
を加えたもの。 ※推定額は、15 歳以上の人口、被害・トラブルの発生確率、PIO-NET データを基に算出

サービスを気軽に手に入れることができる便利な世の中です。そのた
め消費者トラブルはあらゆる年代で起きています。
悪質業者の前では「お金がない」は断る理由になりません。彼らは
手とり足とり、学生ローンや消費者金融からお金を工面する方法を教
えてくれます。
18歳から成人になる・・・
2022年4月1日から民法の成年年齢が18歳に引き下げられます。民
法では未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を
取り消すことができますが（未成年者取消権）
、成人となる18歳、19
歳はこの対象外となります。18歳になる前に、契約に関する正しい知
識や相手に押し切られない力、断る勇気を身につける必要があります。
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こくみん共済
愛知推進本部

2221Z012

coop

ご入園・ご入学・ご進学に合わせて
お子さまの保障を検討してみませんか。
Question

子どもは、自治体の助成制度により医療費が無料だから保障は
いらないと思っていませんか？実際は・・・

Answer

費用がかからないのは医療費であって、その他は意外とお金が
かかります。 これらはすべて実費になります。
食事代

個室使用料

テレビ使用料

パジャマ・下着

おもちゃ
その他にも
付き添い費用
交通費など

お子さまが入院されると医療費の他にさまざまな費用が必要になります。

子どもが小さいうちは周りに気を遣わない個室を希望される方も多く、大人が入院するよりも費用がか
かるなんてことも・・・

また 共働きの場合、付き添いの間は仕事を休まなければならず、収入減に繋がる可能性もあります。

個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済・個人賠償責任共済・終身生命共済・個人長期生命共済

入院したとき

（入院共済金+入院時諸費用サポート共済金）

入院日額

10,000円

こくみん共済 coop
公式キャラクター
ピットくん

月々の
掛金

加入できる方：0歳〜満17歳の健康な方
（最高満18歳の満了日まで保障）

骨折したとき

（骨折等諸費用サポート共済金）

50,000円

1,200円

手軽な掛金で充実の保障を！

上記内容は制度の概要を説明したものです。ご契約の際には「リーフレット」
「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご確認ください。

お問い合わせ先

TEL 052-681-7959

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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詳しくはこちら▶

（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
会員価格

ハートフルパーティー
4/17
日
●

お申込み

名古屋東急ホテル

※料金は税込

男女 各10名

開始時間 14：00〜（受付13:30〜13:50） 30〜45歳くらい

男性 6,0００円
女性 4,0００円

※男性は労働組合のある企業勤務の方

住宅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

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 >>>

5/15
日
●

ホテルアソシア豊橋

男女 各10名 28〜43歳くらい

開始時間 14：00〜（受付13:30〜13:50）

男性 7,0００円
女性 3,0００円

※男性は東三河地区の労働組合のある企業勤務の方
※男性は労福協東三河支部にて募集します

0120-682-851

ハートフルセンター

住宅

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 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
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小さな気持ちを伝え・広げ・届けよう
シリーズNPO

災害ボランティア

No.41

愛・知・人

きっかけは「3.11」。お花見で仲間が集まった際に10万円ほどの寄付を送ったのが最初だった。4月
には賛同者20人ほどで現地入り。無我夢中で活動するうち、これは継続しなければ！と愛・知・人を
発足。以来11年。地震や水害など全国の被災現場で経験を積むうち、自衛隊・消防署などに支援技
術を教えるまでに。今では日本全国に登録会員750人ほどを数える。

●災害が起これば即現場対応の機動力
「災害はいつどこで起こるか分からない。現
場に近い人がいち早く動いて、
すぐに支援
活動に携われるのが理想です」
（赤池）。
現実問題として、
被災地では、
＊どこに所
属する＊誰が＊何を＊どう支援してくれるか
が明らかでないと動けない。
その点、
誰でもその人に出来ること、
例え
ば、
車や重機の運転から看護・介護や力仕
事、
話し相手に至るまで各種資格や能力を
愛・知・人に登録しておけば、
本部と連絡を取
り合ってスグ動ける。
また、
現場から遠い人も
物資の調達など後方支援にまわれる。
「どこで災害があっても対応出来るよう日本
全国に登録メンバーを広げたいので参加費
は無料。
メールもしくは電話で申込後、
1度は
活動に参加して私たちの趣旨に賛同しても
らえればメンバーになっていただけます。
」
●750人の中から最適なメンバーをアサイン
災害時の愛・知・人の実際の活動は…
①ニュースやSNSで情報を収集。運送会社
の会員からは道路状況も入手。
②先遣隊が現地に入り、
災害対策本部など
と連携して支援プランを立案・遂行。
1～2
か月の長期滞在をします。
③登録メンバーから動ける人を人選。と同
時に泊まりに備えベースキャンプを確保
（公民館や自前テントの場合も）
＋自炊
の用意。

2021 年 5 月、福島地 震で崩壊した家屋の屋根の応急
処置。災害ではまず雨露をしのげることが最優先。

④必要に応じて高所作業車・重機などはレ
ンタルで調達。
リーダー以下指示系統を
決め、
現地ボランティアセンター・他団体
と連携して災害支援作業。
⑤ふだんの仕事があるので休暇や土日に
交代で現地入りし支援を継続。
「ほぼこの手順ですが、
同じ状況はない。臨
機応変に柔軟な対応が必要です。現地で
行政とは別に愛・知・人が作業を振り分け、
地
元の人と一緒に民間ボランティアセンター
を立ち上げることもありますから」
（赤池）。
●平時には春日井市ほか地方で講習も
最近は、
線状降水帯の停滞で同時多発
的に水害があったり、
地震も多いので、
同時
期に複数の現場に対応する場合もある。
そのほかに、
平時も春日井市の防災イベ
ントなどで活動を紹介したり、
全国各地を講
演活動でまわったりと意外に忙しい。
「春日井市は福祉・防災・ボランティアの意識
が高いんです。社会福祉協議会の
“ボラン
ティアコーディネーター連絡会”
や“あいち
かすがいっこ”
などがあり、
それらの団体の
代表者が愛・知・人の理事として参画してい
ただいてます」
（赤池）。
＊
＊
＊
赤池さんに「愛・知・人の理想は？」
と尋ね
たら
「被災地で現地の人と笑顔でおいしく
五平餅を食べる時」
と答えられた。それは
愛・知・人の活動の精神を象徴する場面だ。

代表理事の赤池博美さん
（右）
と
理事の萬谷裕美子さん
（左）

災害ボランティア

■事務局：〒486-0833
春日井市上条町1-5-2
藤和シティコープ春日井駅前506
TEL：09 0 -9231- 0827

(事務局 萬谷)
FAX：0568 - 84 - 0705
E-mail：aichijin0311＠gmail.com
HP：https：//www.aichijin.org

【災害ボランティア募集要項】

■募集対象/18歳以上の方

（学生・社会人問わず）

■入会金・会費/無料

■活動拠点/＊本拠地：愛知県春日井市

＊支部：関東支部、近畿支部、中国支部、
九州支部など

■活動場所/被災地へは主に車で向かいます
が、愛知県外にお住まいの方でも途中から
合流していただくこともできます。

【活動資金寄付のお願い】
ご寄付はHPの連絡フォームにその旨ご記入の
上、
下記宛てお振込みください。
東海ろうきん
（東海労働金庫）
春日井支店
普通 4522598
サイガイボランティアアイチジン
ダイヒョウリジ アカイケヒロミ

ポンプを駆使しての床下作 業。水だけで 水に浸かったエアコンの応急処置。
なく泥が入るとかなり手間取る。
猛暑は年配の方には死活問題だ。

愛・知・人名 物 の五平 餅。大 変 な作 業 の 後、 実際の屋根の模型を使っての
岐阜県消防学校でのブルーシート講習。
被災地の皆さんと「おいしい」を分かち合う。 自衛隊隊員へのブルーシート講習。 現場で培われた技術を伝え・広げ・届ける。

愛知県福祉事業団体情報誌 ハナノキ 2022 春号
発行

愛知県労働者福祉協議会

愛・知・人

https://www.aichijin.org/

昨年の 6 月には千葉県木更津市と災害協定を
締結。災害ボランティアでは珍しいケース。

福 島 地 震で 現 地 入りしたチーム。歓 迎していただ
いた町内会長さんを囲んでの一コマ。

No.208

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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