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一宮市三岸節子記念美術館

私たち学芸員が“せっちゃん”の世界をご案内します

今号の

NPO のひと

誰にでもやさしい街づくりをここから…
特定非営利活動法人
岡崎自立生活センター
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ぴあはうす

左から、スタッフの市川達郎さん・大尾嘉和也さん、代表の高橋美絵さん

「色彩と花の画家」三岸節子の作品群と
コンサート・パフォーマンス・ワークショップ
など芸術関連のイベントも多彩な美術館
シリーズ

あいちの
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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。

一宮市三岸節子記念美術館

（愛知県一宮市）

テーマを絞った私設のものから企画展中心の公立のものまで美術館はさまざまだが、画家個人、それも女流洋画家の名を冠し
た公立の美術館は珍しい。ここ一宮市三岸節子記念美術館は、美術館の建つこの場所で生まれた「色彩と花の画家」三岸節
子の絵画作品を集めるモダンな鋸屋根の美術館。三岸節子の作品だけでなく関連する作家の企画展ほか音楽・舞踏・ギャラ
リートークなど多彩な内容でファンを惹きつける。かつてジェンダー格差が厳然としてあった西洋画壇に揺るぎない地位を築
いていった「せっちゃん」。16歳で故郷を飛び出してから実に77年を経て「故郷に錦」の人生はまさにドラマそのものだ。

◆三岸節子が最晩年に完成を見届け
た赤レンガ・鋸屋根の市立美術館

 家の没落から15歳で洋画家を決意
◆一

名鉄一宮駅・JR尾張一宮駅から
「八幡通
り」をクルマで西に4kmほど行くと、鋸屋
根の建物が右手に見えてくる。
玄関の三岸節子の像に迎えられて中に
入ると、
さまざまなイベントにも使われる
天井の高い広いロビーが拡がっていた。
まずは、
そのロビーの最北端にある喫茶
室の前で、
学芸員の長岡昌夫さんからお話
を伺うことに。
「ここは三岸節子を顕彰するために
1998年に当時の尾西市（現・一宮市）に
よって建てられた美術館。まさにここが
節子生誕の地なんです。節子本人は、開館
の1か月後に1度だけここを訪れ、
翌1999
年に94歳で亡くなっています」
。
節子本人が自身の名を冠した美術館の
完成を見届けられたのは、
幸せなことだっ
たに違いない。しかし、そこに到達するま
でが文字どおり波乱万丈な人生だった。

▶1905年:県内でも有数の資産家の家に
10人兄弟の四女として誕生。小学校に入
る頃、父と長兄が織物工場を始める。
節子には、先天性股関節脱臼の不具が
あり、親戚の集まりがある時などは、蔵に
いるように言われたりしていた。
▶1920年・15歳:大恐慌に巻き込まれ、織
物工場が倒産。没落した一家の名誉を取
り返そうと洋画家になることを決意。
▶1921年・16歳:上京し、洋画家・岡田三
郎助に師事。翌年、女子美術学校の2学年
に編入学 。2年後に首席で卒業。
▶1924年・19歳:三岸好太郎と結婚。
▶1925年・20歳:「自画像」で第3回春陽展
入選。同年:長女誕生。1928年:次女誕生。
1930年:長男・黄太郎誕生。
「この頃、3人の幼子や義母の世話で大
変だった上に、好太郎の放蕩にも苦しめ
られて、節子は『何度自殺しようとした
か』と回顧しています」
（長岡）。

16歳で上京、大磯・フランス・イタリアへ

▶1934年・29歳:夫・好太郎と死別（享年
31歳）。生前に好太郎が設計を発注した東
京・中野区鷺宮のアトリエを完成させる。
「好太郎の没後、まわりは、画家を断念
するよう勧めたそうですが、節子は画家
を諦めませんでした。アトリエは好太郎
がデザインし、ドイツ・バウハウスで学ん
だ友人が設計しました。現存する国内最
古の木造モダニズム建築として、2014年
には国登録有形文化財に指定されていま
す。」
（長岡）。
▶1945年・40歳:東京で個展開催。
「終戦直後の1945年9月、東京で一番
最初に個展を開いたのは節子でした。新
しい時代の幕開けを象徴するエピソード
といえるでしょう。」
（長岡）。
▶1947・42歳:女流画家協会の創立に発
起人として参加。
▶1951・46歳:昭和25年度芸能選奨（現・
芸術選奨）文部大臣賞受賞。
▶1954年・49歳:初めての渡仏。パリ・南
仏のカーニュに滞在。スペインやイタリア
にも旅行し、翌年帰国。

学芸員の長岡昌夫さん。ギャラリートーク 常設展示室の正面にある20歳の「自画像」。この 国際芸術祭
「あいち2022」
の関連企画
でも興味深いお話が聞ける。
展示に接した93歳の節子は大粒の涙を流した。
「絵本原画ニャー！」
展は見応えアリ!
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鋸屋根の高い天井のロビー空間。
その奥には喫茶室もある。

2020年 MAKOTO OKAZAKIによる「ラップタッピングの奏で」

「フランス芸術に憧れを持っていました
が 、い ざ 行 っ て み る と 、世 界 の 最 先 端 と
思っていたフランス画壇に行き詰まり感
を抱いたようです。それよりも古代エジプ
トや古代中国の原始美術に惹かれ、帰国後
は日本の原始美術である埴輪や土器をモ
チーフに描きました。」
（長岡）。
▶1957年・52歳:軽井沢の山荘で過ごす。
▶1964年・59歳:神奈川県大磯町に転居。
▶1968年・63歳:長男一家と南仏カーニュ
に住む。ヴェネチアなどで風景画を描く。
▶1974年・69歳:パリで個展。ブルゴーニュ
にアトリエを構え、フランス・スペイン・イ
タリアなどで風景画を制作。
▶1987年・82歳:スペインのアンダルシア地
方に滞在。翌年、尾西市名誉市民に。
▶1989年・84歳:神奈川県大磯町に住む。
▶1994年・89歳:女性洋画家として初の文
化功労者となる。
▶1998年・93歳:尾西市
（現・一宮市）
に三岸
節子記念美術館が開館。その翌年:急性循
環器不全のため94歳で亡くなる。
「自身の生家跡に美術館が建てられるこ
とを知ると、節子は美術館のために数年が
かりで集大成の最高傑作を描き上げます。
それが100号の大作《さいたさいたさくら
がさいた》です。」
（長岡）。

一家の没落後、織物工場は取り壊されたが、幼少期に節子
がいた蔵は残されていた。意外に立派だ。

2021年 舞踏:原智彦
（ハラプロジェクト代表）
、
コントラバス:伊藤玉木による「HAIKAI
《展覧会の人》
」

こどもミュージアム2022
「不思議の美術館のあぐ」
ペーパークラフトによる人形劇場づくり

2019 年 チェロ:佐藤光、
バレエ:松島遥香による
美術の学校
「舞踊する美術 バレエの世界」

巨大傀儡集団GIANT STEPSの操り人形が大暴れ!
こどもミュージアム2020・2021

 彩80点+水彩・デッサンなどを収蔵
◆油

まだまだ未発見の絵画作品があるはず

現在、
常設展示室では25点ほどを常時公
開。
年4回展示替えしているので、
ほぼ1年で
全部で100点ほどの収蔵コレクションの全
てが見られる。
それにしても、
節子は国内外にアトリエを
営み、
精力的に描き続けたので、
作品がもっ
とあっていいはず。
長岡さんら学芸員の方の
仕事では作品研究と併せて行方不明作品の
捜索も大変なのだそうだ。
「戦前の春陽会入選作品や、1951年の第
1回芸能選奨文部大臣賞受賞作品などの重
要な作品が、今や行方不明ですからね。」
（長岡）。

 楽もダンスもワークショップも多彩
◆音
ショップではせっちゃんのバッジが好評

「年4回切り替えるコレクション展
（常設展）
のほか市民の皆さんに楽しんでいただける
ような企画をいつも考えています。
節子の画
業や価値観に何か繋がりのある作家の企画
展はもちろん、
空間を生かした音楽や舞踊な
ども市民の皆さんには好評です」
（長岡）
。
2020年には
「自画像」
をモチーフにした
マスコットキャラクター
「せっちゃん」
も誕生。
ミュージアムショップには缶バッジがある。

蔵の内部には、節子のアトリエの様子が再現されている。
壁にはワイヤーアートで節子の輪郭の投影も。

一宮市三岸節子記念美術館
https://s-migishi.com/
〒494-0007
愛知県一宮市小信中島字郷南3147-1
TEL:0586-63-2892 FAX:0586-63-2893
●開館時間/9:00〜17:00 (入館は16:30まで)
●休館日/
月曜日(祝祭日・振替休日の場合は開館)
祝日の翌日(土曜・日曜日の場合、開館)
年末年始 (12/28〜1/4)
展示替え等による整理期間
(10/11〜10/21)
●コレクション展（常設展）観覧料/
・一般 320円（250円）
・高大生 210円（160円）
・中学生以下無料 ※（ ）内は団体料金
◎コレクション展「いきもののカタチ」
節子の作品の中のユニークな動物たち
＊会期/7月16日（土）
〜10月10日（月・祝）
◎コレクション展「画家の系譜」
好太郎、節子、息子・黄太郎の絵画ほか
節子の師から繋がる系譜をたどる
＊会期/10月22日（土）
〜翌年1月22日（日）

◆ 企画展/
「絵本展ニャー！猫が歩く絵本の世界」
＊会期/7月30日（土）〜10月10日（月・祝）
＊観覧料/一般 800円・高大生 400円・

中学生以下無料・常設展観覧料含む
※10/2(日) 「ニャー!の日」は2割引。
（他割引との併用は不可）
※ほか、国際芸術祭「あいち2022」関連
の各種割引特典などがあります。
◆特別展/「河鍋暁翠展―父・暁斎から娘へ、
受け継がれた伝統― 」
＊会期/10月22日（土）〜12月4日（日）
※10月22日(土)は正午から一般公開
＊観覧料/一般 1000円・高大生 500円・
中学生以下無料・常設展観覧料含む
★ 講演会「河鍋暁翠展に寄せて 」
ワークショップ「浮世絵実演講座&摺り体験」
学芸員によるギャラリートークなど実施
※日時・参加費などはお問い合わせください。
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愛 知 労 福 協

愛知労福協の 活動 報告

書記・実務担当者研修会

梅ヶ丘学園との交流(交流中止に伴う記念品寄贈) 県外視察(意見交換)

2022年7月26日
場所:日本ガイシホール・笠寺ホテル
参加:24名

2022年7月12日
場所:梅ヶ丘学園
参加:4名

2022年7月14日（〜7月15日）
場所:静岡県労福協/浜岡原子力発電所
参加:21名

支部だより
実務担当者研修会

第34回働く者の青空フェスタ
（2回目）

2022年8月7日
場所:ストリングスホテル名古屋
「キャッツ」鑑賞
⇒ 劇団四季
参加:30名

第38回
ソフトボール大会

2022年6月11日
場所:半田市運動公園
参加:8チーム 122名

心の安全研修会
「メンタルヘルス」

2022年6月11日
場所:小牧勤労センター
参加:10名
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2022年5月29日
場所:くらがり渓谷
参加:111名

事業団体
職員研修会

2022年6月14日
場所:愛知製鋼
（株）
工場見学・
しあわせ村
参加:50名

ろうきん地域行事
「ボウリング大会」

第33回ソフトボール大会
2022年6月5日
場所:全トヨタ労連研修センター
「つどいの丘」
参加:6チーム 88名

5市5町社会福祉協議会
チャリティ寄託式

2022年6月30日
場所:武豊町思いやりセンター

はたらくものの体験教室
「アンガーマネジメント」

2022年6月22日
2022年6月25日
場所:小牧コロナキャットボウル 場所:小牧勤労センター
参加:17チーム 51名
参加:14名

第20回ファミリー映画会
2022年7月2日
場所:岡崎市民会館
参加:116名

労済イベント
「ファミリー映画会」

2022年7月23日
場所:知多市勤労文化会館つつじホール
参加:67家族 223名

家族の集い「ぶどう狩り」
2022年8月27日・28日
場所:岡崎市 マル京果園
参加:499名

自治体
福祉担当者懇談会

第34回
労済地域行事
ファミリー映画会

支部・友の会
三役懇談会

2022年7月31日
場所:一宮市民会館
ホール
参加:488名

2022年8月5日
場所:こくみん共済
coop一宮会館
大ホール
参加:12名

名古屋南支部ハートフルパーティー

実務担当者研修会

2022年7月26日
場所:豊田合成記念
体育館
（エント
リオ）
会議室
参加:9名

2022年7月9日
場所:サイプレスガーデンホテル
参加:10名
（別途一般募集女性10名）

【愛知労福協創立50周年記念事業】
親子ふれあい体験（親子でソーセージ作り）

2022年8月5日
場所:こくみん共済
coop一宮会館
大ホール
参加:9名

2022年8月7日
場所:滋賀県農業公園「ブルーメの丘」
参加:74名

2022年6月8日
場所:ゆいまーる神南（高齢者向け住宅の視察研修）
六華苑（ガイドによる見学）
長良川河口堰（施設職員による水害研修）
参加:19名

六華苑

ゆいまーる神南

春季全体会議

2022年5月10日
場所:河文／ザ・カワブン・ナゴヤ
参加:31名

長良川河口堰

親子ボウリング大会

2022年6月28日
場所:アビタン 大ホール
参加:39名

実務担当者研修会

愛 知 労 福 協

支部・友の会
合同検討委員会

2022年8月7日
場所:スポルト名古屋
参加:11組(22名)

中村区クリーンアップキャンペーン
2022年6月4日
場所:名古屋市中村区
参加:12名

ハートフルパーティ

2022年6月15日
場所:サイプレスガーデンホテル
参加:9名

春季全体会議

2022年6月17日
場所:ウインクあいち
参加:32名
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愛 知 労 福 協

愛知労福協の 活動 報告
ろうきん家族の集い「アニメ上映会」

支部だより

コロナ禍のため3年ぶりとなる「アニメ上映会」を、ウインクあいち大ホールにて7月24（日）に開催しました。参加者
数は、コロナ感染対策のため、申込み募集を制限したため午前183名、午後181名で合計364名で、内訳は子供179名、
大人185名でした。毎回人気の「ミルキーちゃんのバルーンショー」と映画「トイ・ストーリー4」を鑑賞し、夏休みの楽
しいひとときを過ごしました。

来場風景

ミルキーちゃんの
歌とバルーンショー

お子様への記念品はミニオンズ
バッグとお菓子

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〜

2022年度の支部定期総会が、9月14日開催の西三河支部を皮切りに、県下15支部で順次開催されます。
愛知労福協の基軸となる支部活動の健全な運営と事業の推進においては、福祉事業団体（東海労働金庫・全労済
愛知推進本部・愛知県労働者福祉基金協会）からの活動支援とともに、会員構成組織とそこで働く勤労者の皆さん
のご理解とご協力が必要不可欠です。
今年度も支部活動を中心に、地域における福祉事業の推進に努めてまいりますので、支部総会で改めてその活
動内容をご確認いただくなかで、引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

● 2022年度支部定期総会開催日程表 ●
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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

時

14日（水）18時00分
3日（月）18時00分
4日（火）18時30分
4日（火）18時00分
5日（水）18時00分
6日（木）18時00分
7日（金）18時30分
13日（木）18時30分
14日（金）18時00分
18日（火）18時00分
19日（水）18時30分
19日（水）18時00分
20日（木）18時30分
21日（金）18時30分
27日（木）18時00分

会

場

全労済刈谷会館
カバハウス
グリーンパレス春日井
こくみん共済coopアビタン
竜美丘会館
東海労働金庫金山支店
全労済一宮会館
三菱電機㈱爽明会館
東海労働金庫本店
ウインク愛知
津島市文化会館
こくみん共済coopアビタン
アイプラザ半田
アイプラザ豊橋
尾張旭市東部市民センター

Ⅱ.ブロンズの会「第41回総会」が開催されました
愛知労福協の労働福祉功労賞受賞者で組織されています
「ブロンズの会」
の第41回総会および40周年記念レセプ
ションが、
7月1日
（金）
に金山総合駅南のサイプレスガーデンホテルにおいて29名の会員が集い盛会に開催されました。
総会では、冒頭、住田会長よりご挨拶があり、続いて来賓としてお招きした愛知労福協の畑会長をはじめ各福祉事
業団体の代表者の皆さまからご挨拶をいただきました。その後、5月の労福協総会で第45回労働福祉功労賞を受賞
されました4名の方を新会員として紹介し、参加された岡山伸氏に挨拶をしていただきました。また、今年、米寿および
喜寿を迎えられた7名の方を紹介し参加された柴田吉通氏、堀下猛氏に記念品が贈呈されました。続いて2021年度
の活動報告および2022年度の活動方針案について提案が行われ全会一致で承認されました。その後、
レセプション
が開催され会員の懇親を深めました。
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愛 知 労 福 協

なお、総会の前段の記念講演会には、
（一社）日本音楽レ・クリエーション指導協会の堀口直子理事長をお招きし、
「音楽の効果を活用した健康維持、介護・認知症予防」をテーマにご講演をいただきました。
また、会結成40周年を記念して25名の会員の方々から原稿を頂き文集「集い」を作成しました。

住田会長 挨拶

新会員 岡山伸氏 挨拶

喜寿・柴田吉通氏
（中）堀下猛氏
（右）

今年も総会会場に会員の皆様の作品を展示させていただきました。
◦八木 良三 様
◦水野 晃作 様
（講師資料23点・絵画4点） ◦長谷川幹雄 様

2022年度の展示作品

23点
2点
2点

講師資料「戦争と平和を考える」
絵画「Kさん」、
「近江八幡」
絵画「帆船」、
「木曽路」

講演風景

記念レセプション乾杯 八木元会長

労 福 協 友 の 会

講師 堀口理事長

…
…
…

2022年度役員研修会を開催

鹿島会長挨拶

役員研修会

愛知県労働協会

当初6月9日(木)～10日(金)の開催予定でしたが、新
型コロナウイルス感染防止を考慮して、日帰り研修と
し2022年6月9日（金）午後2時から、大同特殊鋼健保会
館で、30名の参加で役員研修会を開催しました。
研修テーマは「友の会会員拡大についての確認」と
「事業団体報告」の他に、行政書士の杉浦昌敏氏より「意
外と知らない終活の中身」の講演を聞きました。記念講
演は時間制限のある中、友の会会員事情を熟知され、大
変わかりやすくポイントを押さえた講演であり、大変
参考になったと参加者の声が多くありました。

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4年12月6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 10,000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

サポート

職場で悩むあなたを応援します!

愛

女性のための連合全国一斉労働相談ホットライン

知

連合は6月の「男女平等月間」の取り組みの一環として、6月7日（火）
~8日（水）
、働く上で悩みや不安を抱えている女性に向けた「女性のた
めの連合全国一斉労働相談ホットライン」を、全国47の地方連合会で
実施しました。
連合愛知では、女性副会長・執行委員やジェンダー平等推進委員会
委員・CNG委員会委員が相談員として対応し、2日間で107件の相談
が寄せられました。
今年の4月に「パワハラ防止法」が中小企業においても義務化された
ものの、
「相談できる人や相談窓口がない」
「会社に行くのが辛い」など
パワハラや職場の人間関係に関する内容が多く寄せられました。

77年前の恐ろしさを忘れてはいけない
連合愛知「原爆パネル展」

連合愛知は8月23日（火）~24日(水)に金山総合駅内のイベント広場において、
「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、
「原爆パネル展」を開催しました。
展示会場では、広島・長崎の原爆投下直後の状況や被爆の様子を伝える30枚の写真パネル展示のほか、労働相談コー
ナーを設置しました。金山総合駅を利用する多くの方に来場いただくことで、幅広い年齢層の方々に核兵器の恐ろしさや
平和の尊さを訴えました。
あわせて連合愛知ホームページで、8月5日(金)~31日(水)まで
「Web原爆パネル展」を配信しました。
この「原爆パネル展」を
通して、二度と戦争を繰り
返さないよう、改めて過去
の歴史や戦争の悲惨さと平
和の尊さを見て、学び、感
じる機会となりました。
また会場では、愛知県主
催のウクライナ寄附金用紙
を用意し協力を働きかけま
した。
熱心にパネルを閲覧する人々

労働相談コーナー

愛知県知事へ要望書を提出

「2022-2023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
愛知県の令和5年度施策・予算および新型コロナウイルス感染症対策への反映に向けて、8月3日
（水）に愛知県知事へ要
望書を提出しました。
冒頭、可知会長より、新型コロナウイルス第7波に対する医療従事者や愛知県の対応への感謝と、コロナ禍における連合
愛知の社会貢献の取り組みなどについて挨拶を行った後、大村知事へ連合愛知の仲間の声をまとめた要望書を手交しました。
中島事務局長より要望書の内容を説明した後、大村知事からは、
「現在の新型コロナウイルスの状況と対応の報告ととも
に要望項目の内容に触れ、連合愛知の皆様としっかり連携をさせていただき、県民の視点による様々なご意見をいただい
て県政を進めていきたい」との発言がありました。
意見交換では、観光関連事業者を支援するための需要喚起策、行
政手続きと社会全体のデジタル化の推進、休日の部活動を地域移行
する際の課題、スクールカ
ウンセラー・スクールソー
シャルワーカーの不足につ
いて、ヤングケアラーへの
支援の課題、脱炭素社会
実現に向けた県民への周
知啓発について、大 村知
事と意見を交わしました。
意見交換の様子
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大村愛知県知事に要望書を手渡す可知会長(左)

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきんの マネートラブルのリアル
借りて返すは最悪

もうすぐデート。
キャッシングで
用意しとくと安心
だよね、お金。
ちゃんと返すよ

多重債務への下り坂

自転車操業

カンタンに借金できる……それは、誰もが多重債務者になる
リスクを抱えていることです。無理なく返せる金額だったのに収入
が減ったり、ケガをして働けなくなったとたん返済が滞ってしま
う。その間に金利がかさみ、返すためにさらに借りる悪循環へ。

生活費のために借金!?

ウソだろーっ、
ノー残業に、
ボーナスもカット

ローンを利用するあなたの心構えは大丈夫ですか?

このままでは
返済が〜 まずいぞ

銀行も消費者金融も貸してくれないからとヤミ金融へ……カード

!!

急な支出を除けば、借金は毎月の収入やボーナス、貯金で返せる範囲内

たりすると返済が難しくなります。そうなると借金返済のために借金したり、

社で
借りて…

ちから始まります。しかし、勤め先が倒産したり、病気やケガで働けなくなっ

B

A

社に返す

のはず。借金は「月末足りない分だけ」
「すぐ返せるから」などの軽い気持

借入先を増やして当座をしのぐなど悪循環に陥ります。
多重債務の相談者の多くが借入の目的にあげているのは「生活費補填」
本クレジットカウンセリング協会）
。

ご利用
明細書
用
利
ご 細書
明

ウーッ、
とうとう借り
られなく
なった 。
どう
しよう
悲惨〜

「失業・転職・収入減」のため。
「遊興・飲食・交際」を上回っています（日

!?

ここをチェック !

他社から借りて返済に
あてる、これは多重債務そのもの。新たな借
入れは事態を悪化させるだけ。借金の全貌
を把握して解決策を‼
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こくみん共済
愛知推進本部

2222Z011

行楽の秋

ドライブにでかける前に、補償の点検を！

coop

組み合わせて安心！あなたの安全運転を支えます！

団体割引は、多くの組合員の利用と
安全運転に支えられています。

組合員は

団体割引 が適用されます。

弁護士費用等補償特約

お車の事故により発生する
代車費用等を補償

無過失事故の
トラブルを弁護士に
相談できます。

自賠責共済（保険）
とは、自賠法（自賠責保険についての法律）
によって、道路を走るすべての自動車（二輪車を含む）
・
原付自転車を使用する際に、加入が義務づけられている共済（保険）です。

●ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際は「リーフレット」
「ご契約のてびき
（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご覧ください。
【団体割引について】掛金設定方法の見直し
（職域掛金の廃止）
により新たに設定された共通掛金からの割引になります。車種や補償内容により、契約個々の割引率が異なります。
また、適用される割引率は、毎年11月末時点の実績（契約件数・損害率）で決まるため、変動することがあります。

こくみん共済 coopでは、横断旗の寄贈や、特設サイトでの情報発信など、
子どもたちの安全を守るための取り組みを行っています。

お問い合わせ先

詳しくはこちらの「７才の交通安全プロジェクトサイト」
をご覧ください。https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj/
７才の交通安全プロジェクト

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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（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。

区画

49.93坪
52 .96坪
53.76坪
54.82坪

名古屋港水族館を鑑賞後、夜景の綺麗なポートビルでお食事します。
※男性は日本車輌労働組合の方 ※女性のみの募集です。
詳細はホームページをご覧ください。

11/12
土
●
12/4
日
●

●

クリニック
桜井
小学校

292

8-1号地

（165.08㎡）

8-2号地

土地分譲価格

（175.10㎡）

2,590 万円
2,770 万円
3,060 万円
3,200 万円

8-3号地

（177.72㎡）

8-4号地

（181.23㎡）

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〜

パーティー情報を
随時更新中！>>>

男女 各25名
30〜45歳くらい

公園

会費

会費

敷地面積（坪）

桜井小学校北

m
12

8-3号地
8-4 号地

ハートフルパーティー
11/19
土
●
（仮称）名古屋港de恋活パーティー

44

金政公園
■区画図

路

8-2号地

日本車輌労働組合プレゼンツ

この看板が目印です！

道

2,770 万円
2,745万円

この土地は（一財）愛知県労働者福祉基金協会と土地売買契約締結後3ヶ月以内に（一財）愛知県労働者福祉基金協会が指定するハウスメーカー
と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しな
かった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。

女性 4,0００円

敷地面積（㎡）

165.08㎡
175.10㎡
177.72㎡
181.23㎡

8-1号地

公園

用

50.06坪
50.06坪

■面積・価格表

分譲地

専

165.51㎡
165.51㎡

2-1号地
2-2号地

（165.51㎡）

土地分譲価格

桜井中央
公園

桜井中学校

〈4区画〉

※徒歩時間は分速80ｍで換算した概則です。

公道
20m

姫小川町

桜井南
公園

者

敷地面積（坪）

分譲中

行

敷地面積（㎡）

尾

西

鉄

名
姫小川町
遠見塚

●名鉄西尾線「桜井駅」････････････ 徒歩約11分（850m）
●安城市立小川保育園 ････････････ 徒歩約10分（800m）
●安城市立桜井小学校 ････････････ 徒歩約7分（500m）
●安城市立桜井中学校 ････････････ 徒歩約7分（500m）
●桜井南公園 ････････････････････ 徒歩約5分（350m）

路

（165.51㎡）

2-2号地

線

歩

区画

用道

歯科

〈2区画〉

桜井駅

全4区画 Life Information

2-1号地

※徒歩時間は分速80ｍで換算した概則です。

■面積・価格表

者専

●

分譲地

20
m

徒歩約7分（550m）
徒歩約9分（650m）
徒歩約10分（750m）
徒歩約5分（350m）
徒歩約4分（300m）

歩行

桜井駅東

●

道

●名鉄西尾線「桜井駅」････････････
●安城市立さくら保育園 ･･････････
●安城市立桜井小学校 ････････････
●安城市立桜井中学校 ････････････
●桜井南公園 ････････････････････

4m

桜井駅
周辺MAP

いながき医院

線

■区画図

全2区画 Life Information

292

◀

●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20
ｍ
【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11月30日

幹

アイルタウン安城桜井物件概要

●

さくら
保育園

名鉄西尾線

安城桜井

デンパーク

新

アイルタウン

道

安城桜井

Town

安城
海

Aile

安城市役所

東

子 育 て世 代 が 住 みやすい エリア

名鉄
名古
屋本
線
安城特別
三河安城
東海 支援学校
道本
線

新安城

6m

9/2より 一 般 分 譲 販 売

公

建築条件付 宅地分譲

桜井駅

先着順

※男性・女性とも独身の方。料金は税込。

名古屋東急ホテル

男女 各12名
40〜55歳くらい

名鉄トヨタホテル

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

※男性は豊田地区の労働組合のある
企業勤務の方

労福協海部支部＆連合愛知尾張南地協プレゼンツ！

12/17
土
●
お正月向け

全て通常販売価格の

10%OFF

エントリー期限

10月31日（月）まで

ハートフルセンター申込特典!!

うたげ

開催日 2022年11月27日（日）雨天決行
会 場 あいち健康の森公園

（大府市森岡町9丁目300番地）

ハルカモール特別価格 9,710円〜24,105円
（送料・消費税込）
◆日本橋笈川 祝春一段 9,710円

◆五味五感

◆祇おん江口 慶雲二段19,440円

◆祇おん江口 葵三段 14,094円

◆わた奈べ

◆祝（個食16入）

春望三段11,178円

※男性は尾張南地区の労働組合のある企業勤務の方

大会当日にオリジナルミニタオルプレゼント

47品

ハルカモール特別価格 17,982円（送料・消費税込）(通常販売価格19,980円)
おせち
ライン
ナップ

男女 各10名
25〜45歳くらい

さわやか健康リレーマラソン

宴
全

楽しいゲーム企画あり

第9 回

冷凍

日 本 橋 笈川 監 修

おせち料理

長角三段重

2023

サイプレスガーデンホテル

二段重 15,552円
24,105円

参加者
募集

リレーマラソン（フル・ハーフ・クオーター）
1周1.5kmのコースをチームで28周・14周・7周走ります。

参加費

高校生以上

小・中学生

3,800円／人 2,800円／人

●男子チームの部
●女子チームの部 ●男女混合チームの部

※フルは1チーム10名まで、ハーフ・クオーターは5名まで

お問合せ

0120-101-810

※出品企業を随時募集しています。お申込みはこちらまで>>> 事務局：0120-374-915

ハートフル専用
エントリー >>>

●ハーフマラソン
（ソロ） ●フレンドリーランもあります。

お申込みサイト https://skr-marathon.jp/heartful̲entry/

※ハートフルセンター専用 参加申込書にてお申込みください。

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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福祉基金協会

ハートフルセンターの生活 お 得 情報

誰にでもやさしい街づくりをここから…

特定非営利活動法人 岡崎自立生活センター
シリーズNPO

No.43

ぴあはうす

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」
が
応援しています。

“障害者支援”と言えば普通は「健常者が障害者の生活を支援する」というもの。対してこの「ぴ
あはうす」は、当事者である障害者自身が事業主体となって活動するNPO組織。より深い理解と
共感をもって、同じように障害を持つ人の生活支援から、さらに積極的に“自立生活”を目指せるよ
う、精神面から日常生活技術・権利擁護までをきめ細かに支援する。

●全国に120か所ある「自立生活センター」
「『自立生活センター』というのは、障害
を持つ当事者が運営する組織。意思決定
者の半数以上が障害者であることという
ルールがあります」
（高橋）。このしくみは
現在全国に約120か所あるという。昨年
25周年を迎えたここ岡崎の自立生活セン
ター「ぴあはうす」も当初、同じような境
遇にある“仲間＝ぴあ”どうしがカウンセ
リングする「ピア・カウンセリング」から始
まった。
（「ぴあはうす」の名の由来）
やがてヘルパー派遣などの制度が整備さ
れる中で、'96年にNPO法人化。岡崎市指
定相談支援事業所の受託を受けるように。
「NPO法人の原資となる介助者派遣事
業が来年で20年になります。そのほかに
も福祉制度・年金・ヘルパー・介護の利用
から住宅改造、福祉機器情報からボラン
ティア、趣味、旅行などにいたるまで、相談
を受けて実際の活動に具 現化できるメ
ニューの幅も拡がっています」
（高橋）。
●“障害”という言葉には2つの意味がある
取材した方たちは皆さん障害があるの
で、ここで“障害”と聞けば人が持つ障害
の意味と捉えてしまいがちだが、本来「障
害」とはハードルやバリア（障壁）などを
指す言葉だ。
「そこは人に関する“医学モデル”として
の障害と“社会モデル”としての障害（物）
がごっちゃになっちゃってる」
（高橋）。たと

えば、医学モデルでの障害では「階段を
上がれないのはその個人の障害のせいな
ので、
リハビリでもして上がれるようにな
りましょう」というリクツ。でも階段という
障害（物）が取り除かれてスロープにでも
なれば、つまり誰にでも共通の社会的な
仕組みが変われば障害（物）はそこには
なく、障害者も健常者も老人も赤ちゃん
も等しく暮らしやすくなる。これが社会モ
デルでの障害の排除だ。
●「私には障害はない」と言える未来へ
「医学モデルからの見方からは、家で
じっとしてなさい、
リハビリ頑張んなさい
…となる。でも、障害者の誰もが、自分で
決めて、好きなところに行きたいし、好き
なものを食べたいんですよ。盲導犬問題、
お城のエレベーター問題、就労問題、無
理解や偏見など、社会モデルの意味での
障害はまだまだたくさんありますからね」
（高橋）。
実は、ぴあはうすは、行政などへの提言
も行う運動体という役割も大きい。
「100％理想のバリアフリーは今すぐに
は叶えられなくとも、働きかけ続けること
が大事です。だから、未来を信じて、私に
は障害はないと思うようにしています」
（高橋）。
近い将来にはぴあはうすの地道な活動
が実を結ぶ日が来るはずだ。

左から、スタッフの市川達郎さん・大尾嘉和也さん、
代表を務める相談支援専門員の高橋美絵さん

特定非営利活動法人

岡崎自立生活センター

ぴあはうす

URL http://www.sun-inet.or.jp/~piahouse/
MAIL piahouse@sun-inet.or.jp
Facebook
Instagram
でも
情報発信中！

全国自立生活センター協議会

Japan council on independent Living Centers

URL http://www.j-il.jp/

■連絡先：
◎特定非営利活動法人
岡崎自立生活センター ぴあはうす
〒444-0038 愛知県岡崎市伝馬通5-47
TEL 0564-26-5080
FAX 0564-27-4070
◎岡崎市指定相談支援事業所
TEL& FAX 0564-27-4070

◎介助者派遣部門 自立サポートアクティブ
〒444-0023 岡崎市両町2-48-2柴田ビル1F
TEL:0564-65-2833 FAX：0564-65-2880
MAIL active-pia@m4.catvmics.ne.jp

■ヘルパーさん募集
＊ホームヘルパー2級以上もしくは介護職員初
任者研修修了者
（年齢・経験は問いません）
＊内容：身体介護・家事援助
週2～3回、6:50～22:00までの間
（1回の派遣が30分～4時間程度）
＊応募先：自立サポートアクティブまで

【東海ろうきんNPO寄付システム】
＊寄付額は毎月100円から
（100円単位）
。
ご希望の金額で毎月無理なく寄付できます。
＊寄付金は東海ろうきん普通預金口座からの
自動振替で、手間がかかりません。
＊口座振替の手数料は不要です。

同じ障害を持つ者どうしが日頃の生活の中で感じたことを
大尾嘉和也（おおおかかずや）さんによる
本音で語り合うピア・カウンセリング。共感が元気に繋がる。 学校の授業での講話。教育の現場にナマの本音を伝える。

スタッフの打ち合わせは毎日行う。事業の幅も拡がっている
ので、事務連絡だけでもやるべきことがたくさん増えている。

講座の中では大人気。基礎から SNS などウェブ
コミュニケーションまでも学べるパソコン教室。

愛知県福祉事業団体情報誌 ハナノキ 2022 秋号
発行

愛知県労働者福祉協議会

◉お問い合わせ先
東海労働金庫岡崎支店
〒475-0836 愛知県岡崎市南明大寺町4-4
フリーダイヤル 0120-690152

身体障害者も知的障害者も含めての 6 人で 1 泊で行った USJ。
きっぷの購入から練習していった「自立生活プログラム」。

No.210

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/

発行責任者

畑

慎一

