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日本遺産のまち有松

２０２２年の今年︑お祭りの季節ともなれば︑

指定文化財のお屋敷で催される絞り生地の即売会や

からくり人形の山車に加え国際芸術祭も動きだ す︒

４００年の歴史を誇る有松の旧東海道にようやく

コロナウイルス流行前の賑わいが戻ってき ます
有松
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「私たちが有松のイイとこをご案内します」
有松あないびとの会
六鹿晴美さん
（左）
と会長の加藤明美さん
（右）

今号の

ボランティアのひと
何があってもあきらめない！
NPO法人

シリーズNPO

No.42

子どもたちの生きる力をのばすネットワーク

左から、代表理事の伊藤敦さん、理事の伊藤八千穂さん、理事の赤松由隆さん

05/25/2022 12:15

東海道の入植地「有松」に根付いた
8人から始まる新産業開拓のストーリー
シリーズ

あいちの

イイとこ
探検隊
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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。

日本遺産のまち

有松（名古屋市緑区）

名古屋市緑区有松。江戸期の初め、ここを通る東海道が整備されつつあったが、一帯は人家もない荒れ地だった。尾張藩では
治安のためにと、慶長13年(1608年)にこの地に入植者を募る。応じた入植者は第１陣８人、第２陣７人…と続くものの、丘陵地
で農業は頓挫。彼らは1610年（慶長15年）〜1614年（慶長19年）の名古屋城の普請に“人工（にんく）の“バイト”で参加した。
その時、九州からの人工が身につけていた絞り染に出逢う。
「これだ！」と思い立った竹田庄九郎らは知多木綿に絞り染めを
施し街道で売り始める。それは当時の斬新なニューモード、新しい染色技術による“イノベーション”だった。

◆歴史研究から町のツアーガイドまで
ボランティアの案内人
「あないびと」
５月下旬のある晴れた日、
探検隊は名鉄
名古屋駅から30分ほどで有松駅に。そこ
には有松の大きな地図パネルがある。
まず
は
「有松・鳴海絞会館」
へ。
会館でお迎えいただいたのは、この日、
町並みをご案内いただく加藤明美さんと
六鹿晴美さん。まずは同会館の2階で有松
の歴史についてお話をうかがう。
「有松は尾張藩が東海道の整備をした際、
最初は荒れ地だったこの地に入植者を
募ったことから始まったんです」
（加藤）
有松絞りのオシャレなハッピ姿のお二
人は
「有松あないびとの会」
のメンバー。
同
会は有松の歴史・文化・産業・自然について
の講座の受講修了者を中心に2003年に発
足した有松の案内人（＝あないびと）のグ
ループ。
街道周辺に暮らす人や地域の歴史
を研究する人など、
44名から成る。
「ふだんの活動は町並みや絞り体験など
のツアーのガイドもしますが、
絞りまつり

などで沿道に置かれる冊子
『有松よもやま
ばなし』の発行に協力したり、学習会や研
修会などの活動もしています」
（加藤）
。
お話のあと通りを歩くうち、加藤さんも
六鹿さんも、通りがかる人や車・お店の人と
気軽に挨拶を交わしている。あないびとは
単なる案内人というだけでなく地域コミュ
ニティのキーパーソンでもあるようだ。

 史のストーリーごと未来に活かす
◆歴

有形無形の文化的価値
「日本遺産」

この日はウィークデイとあって街道は
静か。観光客もまばら（冒頭の写真↑）。と
はいえ、6月の第一週の土日には3年ぶり
の
「有松絞りまつり」
が開かれるとあって、
実は関係者の舞台裏は大わらわ。3年ぶり
の祭りの本番には表紙の賑わい
（今年の第
38回有松絞りまつりの様子）
となることを
思えば嵐の前の静けさだったわけだ。
「私たちは宣伝べたで、意外に知られて
いませんが、有松は2019年に“日本遺産”
の認定を受けているんですよ」
（加藤）
。

たしかに、軒並み“市指定・県指定文化
財”や国の“登録有形文化財”の古い建物
が建ち並んではいる。だが、それに加えて
の
「日本遺産」
認定の意義は？
文化庁のサイトには… ストーリーを語
る上で不可欠な、魅力ある歴史的有形・無
形の様々な文化財群を総合的に活用する
取り組みを
「日本遺産」
と認定するとある。
そう捉えると、
＊絞り染という産業文化、
＊歴史的建築群や山車＊先駆者竹田庄九
郎らのストーリーを伝えるあないびとの
活動。
有松こそは単なる歴史の遺物を超え
て
「日本遺産」
に相応しい町と言える。
ちなみに愛知県では、
瀬戸焼と常滑焼が、
信楽焼（滋賀県）、丹波焼（兵庫県）、備前焼
（岡山県）、越前焼（福井県）とあわせての
「日本六古窯」
として2017年
「日本遺産」
に
認定されている。


◆３町がそれぞれ競いあう自慢の山車に
は誰でも気軽に引き手に参加できる

服部家の本家から分家、
そのまた分家と

「有松あないびとの会」
の加藤明美さん
（会長・左）
と コロナ禍以前には外国から観光客も多かった。町歩きだけでなく、絞りを実際に体験すると 祭りの起点、有松天満社。長い階段
六鹿晴美さん
（右）
。
絞りのハッピがかっこいい！
いう有松ならではの産業文化体験が好評。
外国からの観光客が待たれるところだ。
には絞りののぼりが並ぶ。

2

旧東海道有松散策マップ

①

有松天満社
●

名鉄名古屋本線

N

有松山車会館

有松駅

手越川

②

③

手蜘蛛絞り

④

至名古屋

縫い絞り

竜巻き絞り
紐状にくくられる。

祇園寺
●

東海道

●
●
西町山車庫 小塚家
神功皇后車）
（神功皇后車

●
岡家

中町山車庫
（唐子車）●
●
竹田家

服部家
服部
家
中濱家
中濱
家 （井桁屋） 服部
服部家倉
家倉
●
●（
（井桁一）
井桁一）
●

お湯で下絵を洗い、
染料の釜に投入。

⑤

釜の温度は約60℃。
手袋は3枚重ねる。

染め上がった生地。解くと浴
衣何反分もの生地になる。

竹田庄九郎碑
●

●有松小学校

頃合いを見て引き上げ
水で余分な染料を流す。
中濱家

⑥

大きな脱水機に均等に入れ、
水分を除く。
すごい音がする。

●
●
有松
東町山車庫
商工会 （布袋車
布袋車）

棚橋家●
棚橋家
● ●
有松鳴海
絞会館

有松は天明4年（1784年）に大火に遭うが、漆喰壁
やうだつなど万全の防火策がとられ、東海道一と
言われるほどの町に再建された。

有松山車会館
有松山車会
館
●

ワークショップで
“括り”
を教える
三浦鈴世さん。

隣り合う並びを左手に見ながら、ひときわ
背の高い建物「有松山車会館」に向かう。こ
こには、ふだんは各町内の山車庫に収めら
れている3台のうち1台が1年交代で間近
に見られる。
有松天満社文嶺講の総代長、鈴木章二
さんにご案内いただいた。
「西町・中町・東町の3地区の山車のうち、
これは西町のものです。この地方では山車
の祭りが盛んだったので明治6年（1873
年）に唯一有松で作られました」
（鈴木）。
西町のこの神功皇后車は3階建て。１階
には囃子方、2・3階には人形方が乗る。
会館の２階からは上階の板の間部分も
よく見える。実際のお祭りでもこれほどま
でに山車の細部を間近には見られない。
「絞りまつりなどでは、各町内の山車庫
から出してのお披露目のみですが、有松天
満社の春季大祭（3月第3日曜）と秋季大祭
（10月第1日曜）には“有松山車祭り”とし
てこの東海道を曳行されます。山車曳きは
誰でも参加できるんですよ」
（鈴木）。

有松・鳴海絞会館

服部家

東西800ｍの旧東海道に沿って土蔵を伴う当時の絞り商の邸宅が建ち並ぶ。一帯は、名古屋市
「町並み保存地区」、国「重要伝統的建造物群保存地区」で、文化庁「日本遺産」に認定されている。

館の２階で図案の下書きにそっての“括り
（くくり）”の作業は見られるものの、染色
の工程は見えない。
実際には一つの絞り染めを作っていく
のに、＊下書きの型刷り・絵堀り⇒＊括り
（くくり）⇒＊染色（下絵洗い・染色・水洗
い・脱水・干し）⇒＊糸抜き⇒＊仕上げ（湯
のし）と多くの職人の手がかかる。
奥の作業場に足を踏み入れると、そこに
は作業中の三浦鈴世さんの姿があった。
「染料の温度は60〜70℃。手袋は３・４
枚重ねるんですよ」
（三浦）。
傍らのタイマーを見ながら染料釜から
引きあげる頃合いを見る。長く浸け過ぎる
と染まり過ぎるので慎重に。
「 液の色を見
るのでなく周りの泡の色を見ています。生
地はこの泡の色に染まるので」
（三浦）。
この「早恒染色」には、初級から上級まで
の基本の絞り染めから創作絞りまで、ワン
ポイントのワークショップから数回通う
教室まで、多彩な・プログラムがある（コー
ス予約は右の「有松・鳴海絞会館」まで）。
＊
＊
＊
有松のこの一帯は一宮・常滑とあわせて
 人もの職人の技を経る絞り染め
◆幾
今年2022年7月30日から10月10日まで
過酷で繊細を極める染色作業
の期間「国際芸術祭あいち2022」が開かれ
有松山車会館の次は、
「早恒染色」を訪ね、 る。400年の伝統と現代アートのコラボ
実際の染色の作業を見学させていただく。
レーション。
「日本遺産のまち有松」にさら
絞りまつりの時などには、有松・鳴海絞会
にまた新たなストーリーが加わる。

日本遺産のまち

有松

https://shibori-kaikan.com/

■有松・鳴海絞会館（有松絞商工協同組合）
〒458-0924 名古屋市緑区有松3008番地
●TEL.052-621-0111 FAX.052-621-6015
●開館時間：9:30～17:00【実演は16:30迄】
★絞り染め体験についても上記連絡先に
ご相談ください。体験先をご紹介します。
◆有松あないびとの会について
有松を訪れる方々に有松の町並みをご案内。
原則2週間前までに要予約。
●料金：あないびと一人につき1000円
あないびと一人で7名様程度をご案内。
●ご予約は有松・鳴海絞会館まで

■有松の夏から秋にかけてのイベント
＊7月30日(土)、31日(日) 有松ゆかたまつり
＊7月30日(土)～10月10日(月・祝)
国際芸術祭「あいち2022」
＊10月2日(日) 有松天満社秋季大祭
(有松山車まつり)
山車曳きはどなたでも参加可能です。
＊国際芸術祭「あいち2022」開催中の土・日・
祝日はあないびとが無料でご案内。
11時、12時、13時、14時の4回・所要50分
程度、各先着7名様・絞会館前にて受付

唐子車（中町）
：明治8年（1875年）に 布袋車（東町）
：明治24年に玉屋 神 功 皇 后 車（ 西 町 ）
：明 治 6 年 神功皇后車
（西町）
の最上部。この2体に 有松山車会館をご案内いただいた
知多より譲渡。文字書き人形が乗る。 町（現・中区）より譲渡。
（1873年）に有松で建造。
加え神官の前人形が乗る。
有松天満社の総代長鈴木章二さん
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愛 知 労 福 協

愛知労福協の 活動 報告

環境活動
「森林ボランティア」

ろうきん地域行事
「潮干狩り」

2022年3月5日
場所：国有林石巻山
参加：35名

2022年4月16日
場所：東幡豆海岸
参加：288家族 740名

支部だより

2022年5月8日
場所：くらがり渓谷
参加：120名

2022年3月25日
場所：豊橋市公会堂
参加：211名

豊田市長、みよし市長との懇談会

場所：豊田市役所／みよし市役所

参加：各5名

実務担当者研修会

2022年5月20日
場所：名鉄トヨタホテル

参加：45名

支部ツアー

2022年4月15日
場所：広島/福山
参加：46名
(リモート含む)

2022年4月3日～4月23日
場所：知多地域５市５町
参加：619名

会員代表者会議

みよし市
小山市長との
懇談

豊田市
太田市長との
懇談

第41回写生大会

2022年4月15日
場所：ストリングス
ホテル名古屋
参加：32名

第34回 働く者の青空フェスタ（1回目）

文化講演会
「笑いでコロナを
吹き飛ばせ！」

2022年3月24日

2022年度 担当者研修会

2022年5月29日
場所：おやつタウン&アクアイグニス
参加：155名

事業団体実務担当者研修会

2022年5月12日
場所：名鉄グランドホテル・名古屋四季劇場
参加：40名

日間賀島日帰りイベント「島でまったり」
2022年5月29日
場所：日間賀島 参加：600名

魚つかみ取り

宝さがし

労済地域行事
「映画会」

2022年4月3日
場所：小牧市民会館
参加：118名
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支部40周年
記念式典・祝賀会

2022年4月13日
場所：名鉄小牧ホテル
参加：64名

支部ソフトボール大会
2022年5月21日
場所：村中運動場
参加：8チーム 120名

第38回役員・担当者書記研修会
2022年5月28日
場所：名古屋クラウンホテル
参加：29名

2022年5月21日
場所：こくみん共済coop
  一宮会館
参加：10名

家族ボウリング大会

愛 知 労 福 協

第37回ソフトボール大会 チーム代表者連絡会

春季会員全体会議

2022年4月9日
場所：ス
 ポルト名古屋
参加：33名

2022年4月27日
場所：東
 海労金
  本店ビル
参加：46名

第19回チャリティーゴルフ大会
2022年5月31日
場所：ぎふ美濃ゴルフ倶楽部

参加：53名

書記・実務担当者研修会
2022年5月12日
参加：67名

場所：名古屋観光ホテル・
名古屋四季劇場

ソフトボール大会

2022年5月21日 場所：船見緑地グラウンド
参加：8チーム 115名

第36回福祉事業団体担当者・書記研修会

第34回ソフトボール大会

2022年春季会員全体会議

ワクワク自然体験「魚のつかみ獲り」

春季全体会議

実務担当者・書記研修会

2022年4月15日
場所：名鉄グランドホテル
参加：54名

2022年5月14日
場所：南知多ビーチランド

参加：46家族190名

2022年4月16日
場所：船見緑地グラウンド
参加：8チーム 110名

2022年5月23日
場所：アビタン、サイプレスガーデンホテル
参加：43名

2022年4月21日
場所：東海労働金庫金山支店
3階会議室
参加：43名

2022年5月13日
場所：ウインクあいち・
劇団四季
参加：47名

書記研修会

2022年5月23日
場所：ヒルトン名古屋＆白川公園

チャリティ募金贈呈

実務担当者会議

参加：35名

ソフトボール大会

2022年4月12日
2022年5月10日
2022年5月21日
場所：社会福祉法人やまびこ福祉会 場所：河文／ザ・カワブン・ナゴヤ 場所：西枇杷島ソフトボール場
参加：31名
参加：70名
参加：3名

愛知労福協50周年記念行事
第36回労福協名古屋東支部ソフトボール大会
2022年5月28日
場所：船見緑地グラウンド

参加：127名

潮干狩りを楽しむ家族のつどい
2022年5月15日
場所：東幡豆海岸
参加：395家族
1,598名

＜優勝＞ノリタケカンパニー労働組合

＜準優勝＞三菱重工グループ労連
名古屋地区本部名冷支部
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愛 知 労 福 協

愛知労福協の 活動 報告

愛知労福協第54回通常総会を開催

支部だより

5月26日（木）に全労済会館「アビタン大ホール」において、
第54回通常総会を3年ぶりに開催いたしました。その結果、全代
議員から2022年度の活動方針についてご承認をいただき、新た
な活動をスタートすることになりました。
活動方針としては、昨年度に引き続き、1.事業推進による福祉
の向上 2.社会貢献・社会的連帯活動の推進 3.運動の継承と
前進の3つとします。また、2022年2月より中部労福協の事務局
を2年間担うこととなり、しっかりと責任を果たしていきます。

２０２２・２０２３年度
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役員体制（三役）

会
長 … 畑 慎一（UAゼンセン）
副 会 長 … 木戸 英博（JAM東海）
副 会 長 … 安藤 伸一（情報労連）
副 会 長 … 佐々木 龍也（東海労働金庫）
副 会 長 … 大川 伸二（こくみん共済coop愛知推進本部）
副 会 長 … 三島 和弘（愛知県労働者福祉基金協会）
常 任 顧 問 … 可知 洋二（連合愛知）
事 務 局 長 … 清水 貞雄（専従）
副事務局長 … 髙橋 清通（専従）

第45回労働福祉功労賞受賞者の4名を表彰
愛知労福協第54回通常総会において、第45回労働福祉功労
賞受賞者の表彰式が行われ、4名の方（出席者2名）に労福協か
ら感謝状・ブロンズ像・バッチ等を、愛知県から知事感謝状が贈
呈されました。今後は、
「ブロンズの会」の会員として、引き続き
労福協活動へのご支援をいただきます。
労働福祉功労賞は1978年（昭和53年）に発足以来、歴史を積
み重ね、今回の受賞者を含め207名の方々が顕彰されました。

◆ 第45回労働福祉功労賞受賞者 ◆
氏

名

歴

棚橋 孝二 氏

愛知労福協副会長・連合愛知副会長・東海労金常務理事など

岡山

伸氏

愛知労福協副会長・愛知県労働者共済生活協同組合理事長など

豊田

弘氏

愛知労福協副会長・連合愛知副会長など

伊藤 健一 氏

愛知労福協豊田支部支部長代行・連合愛知豊田地協副代表など

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18日（水）に15
名の会員が参加し開催されました。
午前中に貸切バスにて豊田スタジアム
を訪れボランティアガイドより説明を受
け、独創的なデザインと圧倒する壮大なス
ケールを体感しました。名鉄豊田ホテルで
ランチを堪能して午後からは長久手市のト
ヨタ博物館を見学しました。ほとんどすべ
ての車両が走行可能な「動態保存」がされ
ており日米欧の代表的な車両140台の展
示に魅了されました。
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経

労 福 協 友 の 会

第16回定期総会を開催
2022年4月1日（金）午後2時から、れあろ6階大会議室で、新型コロナウイルス感染防止を考慮して、本年度も昨年同様
に規模を縮小し、来賓の挨拶なし、記念講演会も中止し、開催しました。
2022年度の活動方針案、予算案ともに承認され、コロナ禍での会員拡大、社会貢献、友の会活動の充実、各福祉事業団体
の利用拡大を継続課題として取り組むことが確認されました。
新会長には、鹿島春彦が選出され、和田会長は顧問に推薦されました。

▲和田会長挨拶

▲総会

▲県友の会新三役
（2022・2023年）

県友の会グラウンドゴルフ大会開催
2022年5月25日(水)、3年ぶりに
グラウンドゴルフ大会を西尾グラウ
ンドゴルフコースで開催しました。
当日は晴天で微風があり、絶好の大
会日和となりました。
今年度は、17支部地区から68名と
県友の会三役チーム4名の72名によ
る競技となり、団体優勝は東海地区
友の会、個人の部は刈谷地区友の会の
加藤高明さんが優勝されました。

▲団体優勝

東海地区友の会チーム

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。

愛知県労働協会

労働法講座Ⅰ

受講生募集のお知らせ

「ウィズ/アフターコロナ時代の労務管理講座」
「ウィズ/アフターコロナ時代の労務管理講座」 ● 申し込み･問い合わせ ●

令和4年

18:30〜20:30

９ ／ 1（木） 労働条件の不利益変更

〜コロナ禍で問題になる労働条件の
不利益変更と従業員への説明方法〜

９ ／ 9（金） 問題従業員への対応

〜実際の相談事例をもとに〜

９／１5（木） 解雇・雇い止めについて

「無効」
の分水嶺〜
〜コロナ禍における解雇・雇い止め「有効」

18:30〜20:30
18:30〜20:30

〒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
https://ailabor.or.jp/guide/works/rodo

９／２2（木） 労働時間管理・テレワーク 〜コロナ禍における働き方への実務対応〜
18:30〜20:30

９／２9（木） 定年後再雇用に関する諸問題 〜均等・均衡待遇、再雇用後の賃金水準、
コロナ禍後に問題になり得る諸問題〜
18:30〜20:30

受講方法

ZoomウェビナーによるWebセミナー ＜LIVE配信＞
見逃し配信（オンデマンド）にも対応

受講料

14,000円
（5日間・税込）

TEL（０５２）
４８５−７１５４
FAX（０５２）
５８３−０５８５
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連
合
愛

第93回愛知県中央メーデーを開催
特別報告に続き、
参加者全員でウク
ライナ国旗カラー
のマスクを着 用し
て平和への願いを
一 つにし、アピ ー
ルボードアクション
アピールボードアクション
を実施しました。
その後、安藤副実行委員長よりメーデーアピールが読み
上げられ、満場一致で採択されました。
このほか会場には、連合愛知PRコーナーとしてメーデー
の歴史パネルの展示や労働相談センター・安全衛生センター
による啓発グッズの配付を行いました。また今回より、愛知
県商工会連合会の皆さんに
物 販 の 協 力をいただきまし
た。加えて、ウクライナ救援
カンパへの協力を呼びかけ、
８６，
２２４円の善意が寄せられ
たほか、フードドライブには
81.5kgの食品が持ち寄られ
ました。
メー デ ー 式 典 の 様 子 は 、 愛知県中央メーデーでの
連合愛知ホームページで配信 フードドライブ81.5kg
４月26日にセカンドハーベスト
しています。
名古屋へ提供しました

知

4月23日(土)に久屋大通公園・テレビトーヒロバにおいて、
3年ぶりとなる集合形式で開催し、４０８名が参加しました。
オープニングでは、オリジナルPRボードを使って写真を撮
り、SNSにメーデーの様子をアップすることで、組合員の友
達や家族にメーデーの開催を広く発信しました。
式典では、
可知実行委員長から
「春闘では、
大手はじめ中堅・
中小でも賃金・一時金が昨年を上回るなど賃上げの流れが
広がっている。一方、業績が厳しい業種や不安定雇用で働く
仲間への支援を求めていく。政治では、政府・与党を追及し、
コロナ禍で困っている人たちに手を差し伸べる政策に注力い
ただける推薦候補を、組織をあげて支援する。ロシアの軍
事侵攻については、厳しく非難し即時の作戦中止・撤退を求
めるとともに、核兵器のない平和で安定した世界をめざして
取り組む」などの挨拶がなされた後、来賓として代田愛知労
働局長、大村愛知県知事より挨拶をいただきました。
また特別報告では、ウクライナ出身の歌手・バンドゥーラ
演奏家のナターシャ・
グジー氏による、平和
な未来を希求する「鳥
の歌」や、ウクライナ
への想いを込めて自ら
作詞・作曲した曲の演
ナターシャ・グジー氏 奏で、祖 国 へ のエー
あいさつをする
可知実行委員長
ルが伝えられました。

連合愛知助け合い運動「就職・進学支度支援金」を贈呈
2021「連合愛知助け合い運動」で集めた募金は、愛知
県共同募金会を通じて、就職・進学により児童養護施設を出
て一人暮らしを始める児童113名に、
「就職・進学支度支援
金」として贈呈されました。そのうち児童養護施設の2施設
を３月23日(水)に訪問し、児童5名に支援金を直接手渡ししま
した。
「慈友学園」の岡田施設長からは「虐待などで保護される
児童が増え、どこの施設も満床となっている。改めて、
皆さまの温かいご支援・ご協力に感謝します」との話が
ありました。
「ゆうりん」の小尾施設長からは「地域の子
どもたちや子育てで困っている人たちを守り、
『となりに
いるよ』という存在になれるように活動している。皆さ
まからの支援金は子どもたちの自立に役立っており感謝
しています」との挨拶がありました。

支援金を受け取った児童からは、
「施設長の背中を見て、
将来自分も養護施設で働いて施設長になり、子どもを守って
いきたいと思った。その夢に向けてがんばります」
「新生活
の費用や学校での教材費がかかるので大切に使いたい」
「ト
ラックの運転手になるという夢を実現するため、大型免許を
取得する費用に充てたい」など、支援金の使い道や将来の夢・
希望について聞くことができました。

「ゆうりん」卒業生のみなさん

「慈友学園」卒業生のみなさん

『36(サブロク)の日』周知に向けてAction！36街頭宣伝行動
自身の「働き方」について考えるきっかけにしてほしい、
「36協定」締結の必要性を知ってもらいたいという思いから制定
された「36(サブロク)の日」を周知するため、３月２９日(火)に、名古屋駅と大曽根駅にて街頭宣伝行動を実施し、マスク
や手袋など新型コロナ感染症対策を行いながら、グッズの配布とパネルによる周知啓発を実施しました。
あわせて、１１地協においても連動して街頭宣伝行動を実施し、県下全域で36協定の締結および適正な運用と、働く
人たちのセーフティネット構築に向けて、社会にアピールしました。

大曽根駅
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名古屋駅

知多地協

尾張南地協

個人が用途を問わず無担保で借金することが、いまほど簡単
な時代はありません。銀行カードローンの広まりは利用者の「借
金」のイメージを変え、即日融資やWeb完結などが便利だから
と高金利でも消費者金融を選ぶ若者も増えています。ちゃんと

カードローン

んっ、
完結。
スマホからでも
当日融資
？
ほんとに？

返済できる額なのか？金利は？などの比較は欠かせません。な
により安易な借金をしない計画性が必要です。

O
K

W
e
b

電話も
郵便物
もなし。

バレる
心配も
ないよ。

経験者が

多いのね）

Ｗｅｂ完結、初回30日間利息無料など便利さをうたう個人向けの無担保融資

（なんだ、

借金をしている感覚がない？
いま、銀行カードローンや消費者金融の広告を見ない日はありません。

⑦

今月、厳しいなぁ〜、
お金借りないと
ダメっぽいなぁ…。

借金はこんなにカンタン‼

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきんの マネートラブルのリアル

（フリーローン）は利用者の「借金をしている」という感覚を麻痺させてし
まいます。
銀行や消費者金融の窓口まで行かなくても、申込みから審査、カード作
す ご い、 ス マ ホ
だけで借入れが。
便利な世の中。

成まででき、しかも借入金の振込みまで対応するところも。家族や同僚に
知られずに借金ができるうえ、借入金の引出しや返済も銀行やコンビニのＡ
ＴＭが使えるから、便利で人目も気にしないですみます。
そんなカンタンな借金の裏にあるのは高い金利です。金利15〜18％と
幅がありますが、高額の借入れができない人ほど高い金利が適用されるの
です。

ここをチェック！

便利すぎると借金する
という感覚がうすれます。過剰貸付、遅延に
よる高金利、多重債務へと誘導されないよう、
計画的に。
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こくみん共済
愛知推進本部

2222Z004

こくみん共済 coop

coop

お住まいの

地 盤 診 断 サービス

～地盤の強さや、自然災害のリスクを確認～
もしものリスクに適切に備えるために。
地震・液状化・浸水の可能性など、お住まいのリスクを今すぐチェック！
住所を入力するだけで、お住まいの地盤サポートマップがダウンロードできます。
ステップ

ステップ

1

3

かんたん
住所で
検索するだけ！

くわしい
基本情報や
防災情報も

・浸水の可能性
・地震時の揺れやすさ
・液状化の可能性
住所を入力

あんしん

ステップ

お住まいの
地盤がわかる！

2

地耐力

・土砂災害の可能性
etc...

検索開始

成り立ち

地形
ステップ

浸水・土砂災害

4

地震

こくみん共済 coop の HP 内「お住まいの地盤診断サービス」ぺージ

スマートフォン

https://www.zenrosai.coop/kyousai/kasai/groundsupportmap.html?f01

スマホからでも

パソコン

すぐに

こくみん共済 coop

調べられる

ジャパンホームシールド株式会社
公式キャラクター ジャパわん

地盤診断

サイト内検索

HP

が便利！
が便利

こくみん共済 coop
公式キャラクター ピットくん

※ご入力いただいた住所は地図の表示以外では使用しません。
※地盤サポートマップはジャパンホームシールド株式会社が提供するサービスです。
※防災情報については、国土交通省や市町村のハザードマップも併せてご確認ください。
※このサービスは将来予告なく変更もしくは中止されることがあります。あらかじめご了承ください。

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）

10

（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
分譲情報
※9月以降は一般分譲します。

デンパーク

アイルタウン安城桜井物件概要

※ハルカ会員限定先行販売

●所在地／西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業地内（保留地）●交通／名鉄西尾線「桜井駅」徒歩約 7〜11 分●販売区画数／全 6 区画●販売面積／ 165.08 ㎡ (49.93 坪）〜 181.23 ㎡ (54.82 坪）●販売価格／ 2,590 万円
~3,200 万円●都市計画／市街化区域●地目／宅地●用途地域／第一種住居地域●建ぺい率／ 60％●容積率／ 200％●道路幅員／【2 区画】北側 4m( 歩行者専用道路 )、東側 20m【4 区画】西側 20m、南側 12m( 歩行者専用道路 )、東側 6m●
設備／上水道（公営）・下水道（公共下水）・東邦ガス・中部電力●その他／水道引込み工事費、ガス引込み費、水道布設費用分担金が別途必要となります。●取引形態／建築条件付宅地分譲●売主／（一財）愛知県労働者福祉基金協会●宅地
建物取引業者番号／愛知県知事 (2) 第 23396 号●広告有効期限／ 2022 年 8 月末日

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ことなら何でもご相談ください。

0120-682-851 ハートフルセンター

お申込み

8/20
土
●
10/2
日
●

サイプレスガーデンホテル
※男性は尾張南地協、労福協海部
支部の労働組合のある企業勤務の方

男女 各10名 25〜40歳くらい

東京第一ホテル錦

男女 各12名 25〜45歳くらい

※男性は愛知県商工会連合会青年部の方
（商工会青年部とは、それぞれの
地域にある商店や飲食店、会社や工場等を営む満45歳までの若手経営者、
または後継者です。）
※参加者には地域の特産品詰合せのお土産付きです。
金山駅より無料シャトルバスあり

10/22
土
●

※男性・女性とも独身の方。料金は税込。

名古屋東急ホテル

サイプレスガーデンホテル

※男性は知多地区の労働組合のある企
業勤務の方
※男性は労福協知多支部にて募集します

2022年度版 販売中
1冊

700円

飲食店やレジャー
施 設 など で 割 引
が受けられる、約
2 , 6 0 0ものお 得
な情報を掲載！情
報 量 はそ の ま ま
に、昨年よりも値
下げしておトクに
なりました！

前売入場券 ハートフル斡旋価格
大人
4,900円（定価5,500円）
シニア(65歳以上) 4,400円（定価5,000円）
20歳未満
3,000円（定価3,500円）
小学生
1,500円（定価2,000円）
お申込み・お問い合わせはこちらまで
0120-101-810

ハートフルセンター

ハートフルセンター チケットサービス

ハートフルセンター
TEL 052-684-2311
FAX 052-684-0311

1ケース
各20袋、
計40袋入
送料無料

¥7,710

塩タブレット

お申込み・お問い合わせはこちらまで

塩あめ

「塩あめ&
「塩タブレット」

検索

① LOTTE 塩小梅・ダカラセット

(

(税込)

③ 塩レモンキャンディ
1ケース
（1kg x 8袋入）
2ケース以上送料無料

送料無料

¥7,710

④ 赤穂化成 塩タブレット ミックス

¥22,860

② LOTTE 塩小梅セット

※送料660円
（個人宅の場合1,100円）

(税込)

※送料770円
5ケース以上送料無料

社会貢献活動として売上金の10%をNPO法人へ寄附します！

1ケース
（40袋入）

）

1ケース
（12袋入）

男女 各12名

男性: 30〜40歳くらい
女性: 25〜35歳くらい

ハートフル
カードは
ガイドブック付
1,000円で
販売中！

※ご利用の前に必ずお電話 (050-3204-0252) またはHP
よりお席をご予約いただき、当日チケットをお持ちください。

暑い夏を乗り切る
熱中症対策の
必需品

男女 各12名
30〜45歳くらい

※男性は労働組合のある企業勤務の方

申込締切

開催期間 〜9月30日(金)（予定） 9/15(木)
営業期間 【平日】16:00-22:00
【土日祝】11:00-22:00
最終受付20時/21時半オーダーストップ
2時間半の食べ放題、飲み放題
開催場所 イオンモール熱田内 建屋東駐車場
名古屋市熱田区六野一丁目2番11号
屋外で安心な解放感BBQスタイル
ビアガーデン！
「一番搾り」生ビール
と、産地直送の「牡蠣」を中心にした
海鮮BBQなど充実のラインナップ。

9/10
土
●

下 記日程 共 通 のご 案 内
男性 6,0００円 受付時間 13：30〜13：50
女性 4,0００円 開催時間 14：00〜

会費

ハートフルパーティー

パーティー情報を
随時更新中！>>>

住宅

(税込)

⑤ カバヤ食品 塩分チャージタブレッツ
（スポーツドリンク味）

¥9,520

(税込)

⑥ カバヤ食品 塩分チャージタブレッツ
（塩レモン味）

1ケース
（48袋入）

1ケース
（48袋入）

※送料770円

※送料770円

¥9,790

(税込)

¥9,790

(税込)

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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何があってもあきらめない！
シリーズNPO

東海ろうきんの

NPO 子どもたちの生きる力を 「NPO寄付システム」
が
法人 のばすネットワーク
応援しています。

No.42

愛知県知多半島フリースクール

不登校が増えるのは二学期の初め。現在すでにその数は全国に約19万6千人（令和2年度文科省調
べ）、隠れ不登校は約44万人（令和元年ＮＨＫスペシャル子どもたちの声なき声２）。半田市でも小
学生71人、中学生227人（令和3年度調査）を数える。不登校は“甘え”ではなく社会問題。学校・
家庭・フリースクールの連携であらゆる子どもの可能性を支援していかなくてはならない。

左から、代表理事の伊藤敦さん、
理事の伊藤八千穂さん、理事の赤松由隆さん

●先生の深刻な悩みを親が受け止めて
活動、不登校・ひきこもりシンポジウム、 NPO法人
創設メンバーの一人、
伊藤八千穂さんは
専門家による講演・バドミントン・テニス
子どもたちの生きる力をのばす
ある先生との出逢いからお話しされた。
などスポーツ活動、夏休みの学習 会な
ネットワーク（略称：のばす会）
「子どもが入った小学校に、
職員室には
ど）を通じて“のばす会”は着実に成果
愛知県知多半島フリースクール
おらず花壇の世話に熱心な北川静先生が
をあげていった。
http:www.f-school.jp/nobasukai/
いたんです。温厚な彼は不登校の子がいて
おもに事務局に携わる赤松さんは、
■本部事務局・教室：
困っていると心を痛めておられて…」。
「行政側にもその実績が認められ、青年
〒475-0817 愛知県半田市東洋町1-8
30年ほど前、
その北川先生の問題提起
の家でのフリースクールを、アイプラザ
アイプラザ半田109号・110号
から雁宿ホール（半田市福祉文化会館）
に移してはとの申し出をいただきました。 TEL：０８０-１６２２-５７１７（理事 赤松由隆）
で、先生・父兄・本人、お手伝いするPTA
ありがたいことに水道・光熱費も減免と
MAIL：nobasukai1993@gmail.com
関係者らで月1回不登校の相談会が持た
いう好条件でした」と、昔の様子を最近
れることに。
の活動に触れながら話された。
【活動支援のお願い】
「それが
“のばす会”
の起源。心療内科の
赤松さんは、虐待などに遭った子ども
皆さんの寄付によるご支援をお願いします。
先生のお話を聞いたり、
運動やスポーツを
を治療するならわ学園から“のばす会”
＊年会費2,000円 ＊寄付金1口1,000円から
取り入れたりいろいろやりました」
（伊藤）。
に参加されているベテランでもある。
＊フリースクール生徒参加費3,500円／月
●“登校拒否”から“不登校”への変化
●「おってもいいよ」と迎えられる居場所
《年会費・寄付金の振込先》
大学の先生を退官後“のばす会”の代
半田市には不登校児の学校への復帰を
＊東海労働金庫 半田支店 普通4500549
表理事に就かれた伊藤敦さん（八千穂さ
目指す「マーキュリールーム（適応指導教
＊名義：特定非営利活動法人 子どもたちの
んとはご夫婦）は、
「かつては教育関係者
室）」もあるが、
基本的にそこが目指すのは
生きる力をのばすネットワーク
にも“登校拒否”つまり、
『 甘やかすから』、 “学校”への適応。
「子どもにとってははっ
代表理事 伊藤 敦
『ご両親がお優しいから』
という見方が多
きりした選択肢があるのはいいこと。最近
かった。でも、
今では、
いじめや貧困など複
では
“適応指導教室”の方針も柔軟になっ
【東海ろうきんNPO寄付システム】
雑な事情が明らかになり、
“不登校”は社会
てきているようですけどね」
（伊藤敦）。
＊寄付額は毎月100円から
（100円単位）
。
的問題として認識されるようになっていっ
“のばす会”のフリースクールでも半田
＊お決め頂いた金額は東海ろうきん普通預金
たんです」とここ2・30年の社会や行政の
市では小中学校は出席扱いにはなる。
口座からの自動振替です。
変化を指摘された。
「ここは学校でも塾でも治療施設もでな
＊口座振替の手数料はかかりません。
●雁宿ホールの一室からアイプラザ半田へ
い。
『ここにおってもいいよ』
という安心安
●お問い合わせ先
“不登校”
に悩む本人と両親を支援して
全な場所」
（赤松）。
「こどもたちの生きる
東海労働金庫 半田支店
〒475-0836 愛知県半田市青山1-5-22
いくあらゆる活動（＝親も子も元気になる
力をのばすネットワーク」は来年、
30周年
ＦＤ 0120-69-0156
居場所作り、
不登校・引きこもりの児童支援
を迎える。

午前中は自主学習・自由学習。小説などを
読んだり、好きな科目の勉強をしたりする。

午後はゲームをしたり、ミシンで洋裁を
したり、自分のやりたいことに集中する。

毎週木曜日の午後２時間ほど行う２部の学習
支援。中学生以上の生徒が参加する。

今年 5 月から再開された月１回のアニマル
セラピー。犬だけでなく猫も来る。

不登校で悩む親御さんのために 2017 年から
３年間お助け講座を開講。

2018 年には 25 周年を記念して記念講演と祝賀会を開催。卒業生や親御さん、地域の教育・
福祉関係者、協力スタッフらが集まった。2023 年の来年は 30 周年を迎える。

愛知県福祉事業団体情報誌 ハナノキ 2022 夏号
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愛知県労働者福祉協議会

１月に開催される文化祭。しっかり練習した
ダンスには仲間たちからも拍手喝采。
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