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◆レンガ煙突の登窯（国重要文化財）と
　モニュメントのある広場と展示工房館

「ここは1995年から市が運営を始めた
施設です。1980年まで実際に使われてい
た両面焚倒焔式角窯を1階部分で覆う形で
建屋が作られ、2階は工房と作家の作品の
展示コーナーになってます」。

残暑厳しい8月の末、2階の工房の工作
テーブルを挟んで、同館の統括を務められ
る赤井忠治さんにお話を伺った。

すぐ横の丘の斜面にある連房式登窯
（1982年・国重要文化財指定）と、その下の
円形広場は、やきもの散歩道Aの折り返し
点。カラフルなモニュメントがいろいろあ
る登窯広場は知られているが、そのすぐ横
にある“展示工房館”は外見が地味なせい
か意外に地元でも知られていないそうだ。
「市としては、『常滑は陶器の町』という

メッセージをちゃんとアピールしていき
たいと、ここを作ったんです」（赤井）。

ちなみに「常滑焼」は1976年に、いわゆ
る地域ブランド＝伝統工芸品として産地

指定を受けている。でも、「常滑焼と言え
ば？」と聞かれると…梅干し壺・土管・急須
…と少々曖昧。ここは掘り下げたい。

実はこの地域の焼物の起源は5世紀頃に
朝鮮半島から伝わった須恵器にまでさか
のぼる。12世紀〜鎌倉・室町時代あたりの
大瓷や“真焼物”（炻器[せつき]質[磁器に近
い固く焼き締めてつくらる]の陶器）が起
源ではあるものの…
「まあ、古くからの歴史は諸説いろいろ

ありますが、常滑焼ならではの特色がはっ
きり打ち出されるのは、案外新しく、江戸
中期頃〜明治期なんですよ」（赤井）。

◆�急須が作られ始めたのは江戸末期
　“陶工”の時代から“陶芸作家”の時代に
�

「私が伝え聞いているところでは、江戸
時代中期に総心寺に焼物を作るのが好き
な和尚さんがいて、その技術を常滑の人た
ちに教えたのがルーツとか」（赤井）。

そのお弟子さんからは、伊奈長三郎（伊
奈製陶[のちのINAX、現LIXIL]の創設者）、

上村白鴎、赤井陶然などの名工が出て茶器
や酒器の創作に腕をふるったという。
「赤井陶然は実は私の先祖です。あまり

表立っては言っていませんが」（赤井）。
当時から『土取畑（つちとりばた）』とい

う地名のあたり（現在の東小学校）で質の
良い朱泥が産出し、これを使う焼物が多く
作られた。その土の特性を生かして、 “陶
工”ではない、上村白鴎らの著名な“陶芸作
家” が輩出。尾張藩主の命により茶器・酒
器・花生けなどを作るまでになる。
「うちの先祖も尾張徳川家のお茶の風炉

釜を熱心に作っていたそうです」（赤井）。

◆�真焼物（甕・壺など）の大型製品と
　赤物（茶器など）の2つの製品群
�
江戸末期頃から明治にかけての近世常

滑焼では、大きな甕や壺を中心とした「真
焼物」と、素焼きに近い「赤物」と呼ばれる
甕、壺、蛸壺、火消壺、竈、火鉢 などが作ら
れた。そして、さらに…
「この頃から明治初期の頃には中国・宜

日本には、中世から現代まで生産が続く「六古窯」＝瀬戸焼、越前焼、丹波立杭焼、備前焼、信楽焼、そして今回訪れた常
滑焼がある。2017年に日本遺産に認定されたこれら「六古窯」の中でも常滑焼といえば？…若い世代には常滑系の招き猫。
年配の通人には朱泥の急須。祖父母の世代には工業製品の土管…と、時代によって多面的なカオがある。秋の一日、やきも
の散歩道を歩けば、それら常滑焼ならではの多彩な表情に出会えるはず。散歩道のAコースの南端の折返し点にある登窯広
場と展示工房館は、そうした常滑焼の歴史遺産に触れ、絵付けから作陶まで気軽に体験できるちょっとした穴場だ。

展示工房館の統括、赤井忠治さんは常滑焼の創成記の陶芸作家
グループの一員である赤井陶然の末裔にあたる。

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。

あいちあいちのの
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土管・瓷・急須・招き猫…土管・瓷・急須・招き猫…
工業製品から日用品・縁起物まで工業製品から日用品・縁起物まで
各分野での個性が魅力の常滑焼各分野での個性が魅力の常滑焼

展示工房館の1階にまるごと保管されている
両面焚倒焔式角窯は貴重な産業遺産。

長年月高熱の炎にさらされた窯の内部も見られる。
この窯で作られた焼酎瓶や硫酸瓶も置かれていた。
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登窯広場 展示工房館登窯広場 展示工房館
https://kobokan.jimdofree.com 

●愛知県常滑市栄町6-145　〒479-0836

●電話・FAX/0569-35-0292

<tel:0569350292>

●開館時間/10:00〜16:00

●休館日/水曜日（水曜が祝休日の場合は

　開館）、及び年末年始

 ※都合により休館する場合があります。

　 事前にお問い合わせください。

●入館無料

●アクセス/名鉄常滑線「常滑駅」下車

　徒歩20分〈やきもの散歩道Aコース内〉

●駐車場/①やきもの散歩道大駐車場

　（全日300円）、or ②陶磁器会館駐車場

　（平日無料・土日祝500円）

　①②よりそれぞれ徒歩5分少々

ベテランの作家の手による典型的な朱泥の
急須。茶碗に注いだ時にしずくがスッと切れる。

◆常滑焼の絵付け体験・作陶体験◆
　●土管・招き猫・瓶・丸皿に絵付け体験が
　　できます。費用は各 1々,650円（税込み）
　※事前に電話予約が必要です。
　※所要時間は1時間ほど。焼成後完成は約
　　1か月後になります(郵送可)。
　●電動ろくろを使っての本格的な作陶も体験

　していただけます。（費用は制作する作品
　についてそれぞれ応相談）。

親子でカップルで楽しめる絵付け体験・作陶体験。簡単なものでは白地の陶器に筆でなくサインペンのような「らくやきマーカー」で絵付けして、オーブントースターで焼き付けるもの
から、ちょっとこだわって筆を使っての絵付け体験まで。夏休みなどを利用して数回通って仕上げていく電動ろくろを使う陶芸教室のコースも企画される。

一般家庭であまりにもおなじみの常滑焼。
伝統的な蓋付きの梅干し壺は酸や塩分にも強い。

「とこなめ陶の森陶芸研究所」で腕を磨く若手新進作家の最新作も
びっくりするような意外な価格でこの「展示工房館」で買える。

興（ぎこう）窯固有の紫紺色の土を使った急
須「紫砂」に学んで、常滑焼の急須の様式が
確立されました。宜興の土と常滑の朱泥が
似ていたんですね」（赤井）。

そうした中、江戸末期に登窯を導入した
鯉江方寿は、明治5年に横浜の新埋立地の
下水工事に伴う近代土管の大量受注を獲
得している。
「この登窯での焼きの技術で独特なのは、

土管を焼く時に燃料の石炭と一緒に岩塩
を入れるんです。岩塩をいれると炎と一緒
に製品に降り注いで、あの赤い独特のツヤ
を出すんです」（赤井）。
「鯉江氏は東京の政府にもっと土管を使

うよう直談判にも行ったそうです。その頃
から常滑は近代土管の一大生産地として
有名になったというわけです」（赤井）

◆�実業家の鯉江方寿と工芸作家の
　上村白鴎の2人の陶祖の存在

その功績から栄7丁目に鯉江方寿翁の陶
像が作られた。毎年11月3日には陶祖祭が
開かれる。
「この鯉江方寿翁は一大産業をおこした

“興業の祖”という意味での“陶祖”には違い
ないのですが。でも、陶芸作家の人たちの
見解はちょっと違う。鯉江方寿翁像の横に
上村白鴎の石碑があるのですが、彼こそが
真の“陶芸の祖”＝“陶祖”だと位置づけてい

ますね」（赤井）。
大きな陶像と小さな石碑。量産品の近代

土管の産業規模と工芸作家の作品群の位
置づけ。この対照はなんだか常滑焼の歴史
の中でのポジションを反映しているようで
おもしろい。

◆�圧倒的人気で日本一の生産量
　ふっくらした�“常滑系”招き猫

陶像と言えば、読みは同じ「とうぞう」で
も、ここ常滑には大きな「頭像」がある。それ
は、とこなめ招き猫通りの壁の上から覗く、
見守り猫とこにゃん。これは単なるオブ
ジェではなく、常滑の今の産業のシンボル
でもある。
「現在の常滑焼の主力と言えば、だんぜん

この招き猫なんですよ」（赤井）。
江戸時代からある招き猫。全国各地にい

ろんな意匠のものがあるが、大きな目と
ふっくらした体型が特徴のとこにゃんに表
される常滑系は全国シェアNo.1。常滑系招
き猫の生産量でも不動の日本一を誇る。そ
れで常滑焼の代表として、文字通り“大きな
カオ”をしているというわけだ。

　　　＊　　　　＊　　　　＊
展示工房館での絵付け体験でも招き猫の

素地は人気。ウインクさせたり、モダンな衣
装を描き込んだり、自分だけの個性的な招
き猫ができあがる。
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医療職場をはじめとする、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、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、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。感謝と敬意を表します。

みんなで支え合い、みんなで支え合い、
この難関を乗り切りましょう！この難関を乗り切りましょう！

愛

知

労

福

協

書記・実務担当者研修会
2021年7月6日　参加：20名
場所：�れあろ(研修)・御園座(観劇)

東三河支部

福祉事業団体実務担当者研修会・交流会
2021年6月4日　26会員　50名
場所：�名鉄トヨタホテル

豊田支部

ハートフルパーティー
2021年7月25日　参加：19名
場所：�ホテルアソシア豊橋

こくみん共済coop「横断旗豊田市保育課寄贈」
2021年7月15日
場所：�豐田市役所　保育課
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子ども食堂支援品贈呈式
2021年7月2日　参加：13名
場所：�岡崎市社会福祉センター

岡崎・額田支部

支部役員研修会
2021年7月10日　参加：25名
場所：�ホテルプラザ勝川

尾張北支部
支部役員と友の会役員懇談会
2021年7月28日　参加：12名
場所：�全労済春日井会館

西三河支部
ライフアップセミナー「人生100年時代を
生きるライフプランの立て方と家計防衛術」
講師: 黒田 尚子 氏
2021年6月26日�（〜8月15日）　参加：161家族
場所：全労済刈谷会館�(後ユーチューブによるストリーミング)

尾張西支部
2021年度　自治体福祉担当者懇談会
2021年8月5日　自治体3名　支部8名
場所：�尾張一宮駅前ビル会議室
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実務担当者研修会 （中止）

当初2021年9月4日（土）に
開催を予定しておりました
が、緊急事態宣言発令により
中止になりました。

次回は、退職準備セミナー開
催に向け検討していきます。

海部支部
春季全体会議
2021年6月29日　参加：37名
場所：�アビタン　大ホール

名古屋東支部

持出三役会議
2021年7月25日〜26日　参加：8名
場所：�ホテルプラザ勝川

名古屋北支部
社会貢献活動「食品提供」
2021年7月30日　参加：2名
場所：�NPO法人セカンドハーベスト名古屋

認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋
2021年6月16日　目録贈呈、食品寄付、お菓子詰合せ　700袋分

名古屋ブロック

目録贈呈
前川行弘理事長と常川陽介名古屋ブロック事務局長
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労
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愛知労福協の労働福祉功労者受賞者で組織されてい
ます、「ブロンズの会」の第40回総会が7月1日（木）に開
催の予定でしたが、残念ながら昨年に引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点から「書面による総
会」のみとなりました。議案書ではこの一年の間にご逝去
のお知らせがあった会員の報告、労福協第44回労働福

祉功労賞を受賞されました中垣岳人氏の新会員として
のご紹介、今年喜寿を迎えられた米村賢一氏のご紹介を
それぞれさせていただきました。

議案としては2020年度の活動報告および2021年度
の活動方針案について報告・提案され、承認されました。

Ⅱ．ブロンズの会「第40回総会」が書面による報告・提案により開催されました

Ⅰ．社会貢献・社会的連帯の取組
①「認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋」
　2021年6月16日　目録贈呈
　食品寄付　なみえ焼きそば1,080食分

目録と感謝状贈呈　川地史温常務理事と畑会長目録贈呈　前川行弘理事長と畑会長

②「愛知県共同募金会」を通じて、愛知県母子生活支援施設
12箇所・愛知県母子福祉団体1箇所・養護老人ホーム3箇所
2021年7月30日　目録贈呈　　マスク　74,000枚

日　時　　令和3年12月10日（金）10:00〜16:00
受講方法　Zoomを使ったWebセミナー

受講者間でのグループワークを取り入れて行
いますので、カメラとマイクをONにして実施
します。

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）

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。

　　　　　　　　受講者募集のお知らせWebセミナー

　〒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

申し込み・問い合わせ

当初6月10日(木)〜11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、一旦延期し2021年7月16日（金）午後1
時から、れあろ6階大会議室にて、27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」と
し、グループ討議により、課題の列挙だけで終
わることなく、コロナ禍の状況を踏まえ、会
員拡大にむけての可能な行動を挙げていただ
き、今後の進め方を検討することとしました。

2021年度役員研修会を開催

役員研修会和田会長挨拶
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連合愛知は8月30日(月)〜31日(火)に金山総合駅構内
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(木)〜３１日
(火)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、過去を風化させず二度
と戦争を二度と繰り返さないよう、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、パネル展の向かい側の連絡通路掲示板
に連合愛知ポスターを掲示するなど、連合愛知の認知向
上に努めました。

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。2021年度は7月29日（木）に愛知県と愛知労働局
に対し要望書を提出しました。

愛知県への要望書提出では、冒頭佐々木会長より、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に触れて挨

拶をし、その後、大村知事へ要望書の手交をしました。
可知事務局長から要望書の内容を説明した後、大村知事

より、現在の新型コロナウイルスの状況や対応の報告ととも
に要望項目の内容に触れ、連合愛知と連携して取り組んで
いくとの挨拶を受けました。

意見交換では、副会長より雇用維持に向けた飲食業や観
光業の消費喚起、ICT支援員の配置や教育環境整備への
支援、男女平等参画、BCPの周知徹底、人権条例の制定
について発言をしました。

また、労働局への要望書提出では、伊藤愛知労働局長
から貴重な意見として行政に反映させていきたいとの挨拶
を受けた後、要望書を手交しました。

意見交換では、連合愛知のアンケート結果を踏まえ中小
企業へのテレワーク導入支援と制度の周知徹底、最低賃金
違反事業所の件数を踏まえて違反撲滅のため履行されるよ
う周知と管理、監督の徹底を要請し終了しました。

連合本部主催の「女性のための全国一斉集中労働相談
ホットライン」は、職場で悩むあなたを応援(サポート)しま
す！をテーマに、6月8日(火)〜9日(水)の2日間、全国４７の
地方連合会で実施しました。

女性のための労働相談は、６月の「男女平等月間」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・
マタハラ・嫌がらせなど、働く上で悩みや不安を抱えてい
る女性を対象としています。

連合愛知では、加盟組合の女性役員が相談員として対
応し、2日間で101件の相談が寄せられました。

相談内容では、差別に関するものが約３割と最も多く、
「直属の上司は私だけに口調がきつい。嫌味を言われた
り、笑うと気持ち悪いと言われる」「パートで働いているが、
正社員から言葉の暴力や物を投げつけられ質問もできな
い」など、悲痛な相談も多くありました。

また、新型コロナ関連の相談も２割ほどあり、「自宅待機
をする前の濃厚接触からの引き継ぎを命じられた」「社長
がコロナ対策をしてくれない、どうしたら安全対策をしてく
れるのか」など様々な悩みが寄せられました。

昨年の６月に「パワハラ防止法」が施行(中小企業は
2022年４月施行)されたものの、職場の人間関係で悩む女
性から、多くの相談が寄せられる結果となりました。

全国一斉集中労働相談ホットラインの実施に合わせ予定
していた街頭宣伝行動は、新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から中止し、今回初めて地下鉄・名鉄の中吊り
広告を出しました。中吊り広告を見た人がスマホで検索し
て電話をされるなど、ホームページと合わせてホットライ
ンの周知媒体として大きな効果がありました。

連合愛知としては、今後も「労働相談ホットライン
（0120 -154 -
052）」などで、す
べての働く仲間
の不安や悩みに
応えるとともに、
労働組合結成の
助言や支援を続
けていきます。

ひとりで悩まず　相談を！
女性のための全国一斉集中労働相談ホットライン

76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」

女性のための全国一斉集中労働相談ホットライン

熱心にパネルを閲覧する人々 連絡通路掲示板に連合愛知ポスターを掲示

誰一人 取り残されることのない社会の構築を
2021－2022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

愛知県への要請行動 愛知労働局への要請行動
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さぁ、次の獲物は
通貨交換所だ !!

ネット犯罪って
複雑そうだけど
要は金目当て
なんだ !!

マネートラブルのリアル ④
東
海
労
働
金
庫

東海ろうきんの東海ろうきんの

だましのプロがウヨウヨ
私たちの日常生活に欠かせないインターネット。子供から高

齢者まで幅広い世代に浸透しているスマートフォンからの利用
も一般的です。

迷惑メールは原則、ネット利用者全員に届きます。問題はそ
こから。詐欺、個人情報の盗み出しは当たり前、獲物を狙う「だ
ましのプロ」がネット社会には待ち受けています。

危機を回避して安全にネット社会をわたりきる知識とスキル
が必要です。
迷惑メールは無視する‼

架空請求メールは、有料動画の未納料金などを口実に身に
覚えのない架空請求でお金をだまし取ろうとします。フィッシ

ング詐欺は、金融機関やネット通販会社などになりすまして口
座番号やパスワードをだましとろうとします。

誤作動で登録させたり、不安な心理を利用して個人情報を盗
み出そうとするのがネット犯罪の手口です。迷惑メールや添付
ファイルを開かない、URLをクリックしない、インストールしな
い、相手に連絡しないなど「無視する」ことも有効な対処法です。
特殊詐欺は世代に無関係⁉

最近、世代を問わず被害が増えている特殊詐欺。架空の有
価証券の取引、ギャンブル必勝法提供、異性との交際あっせん
など「必ずもうかる・うまい話」で誘い、現金をだましとる詐
欺です。「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」など特殊詐欺の被害
総額は約363億円（平成30年 警視庁）にものぼります。

ネット社会は弱肉強食⁉
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愛知県では加入義
務化が開始！

2021年10月～

2221Z005

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。

こくみん共済 coop では、こくみん共済や住まいる共済に特約で付帯することが可能です。

公式キャラクターピットくん

自転車損害賠償責任保険 等への
加入はお済みですか？

　愛知県では2021年10月より、自転車に関する条例が施行され、
自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。
　自転車に対する損害賠償責任保険等は、単独での加入の他、
自動車保険（共済）や火災保険（共済）などに特約として付帯している
こともありますので、まずはご自身の保障を確認してみましょう。

もし、あなたが
加害者になったら
どうしますか？

賠償額9,521万円
小学生が夜間、歩行中の女性と衝突。
女性は頭の骨を折るなどして、
意識が戻らない状態に。

（神戸地裁　平成25年7月判決）

こ
く
み
ん
共
済coop

愛
知
推
進
本
部
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〒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

通称 ： ハモール

15分程度で検出可能！
いつでもどこでも
効果がすぐにわかる！
・新型コロナウイルス
　抗原検査ペン

・中和抗体
　チェックキット

お得なだけではない！価値ある商品の数々がラインナップ！
ぜひ会員登録してご利用ください。

ハートフル会員限定
ネットショップ通販サイト

ハルカモール

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

ハートフルカジュアルパーティーハートフルカジュアルパーティー
12/4●土 レストラン「ヴェルジェ」

（サイプレスガーデンホテル1F）

32～42歳くらい
男女 各10名 男性 3,500円　女性 2,000円

※開催時間 15：00～17：00 （受付14：30～）

ハートフルクリスマスパーティー
12/19●日 名古屋東急ホテル

20代・30代
男女 各10名

男性（一般） 8,000円
女性（一般） 6,000円
※開催時間 16：00～18：30 （受付15：30～）

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コチラ

11/13●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（一般） 女性（一般）

11/28●日 東京第一ホテル錦
45～55歳くらい男女 各12名 男性（一般） 女性（一般）

通常のハートフルパーティー通常のハートフルパーティー

男性 6,0００円 (税込)
女性 4,0００円 (税込)

会
費

受付時間 13：30～
開催時間 14：00～16：30

右記日程の共通のご案内 ※男性・女性とも独身の方

1/16●日 名古屋東急ホテル
30～45歳くらい男女 各10名 男性（一般） 女性（一般）

2022年

1/29●土 グランドティアラ安城
28～40歳くらい男女 各10名 男性（一般） 女性（一般）

2022年

道路幅員6m

9.25m

1号地 2号地 3号地

9.60m 10.25m

◆分譲区画

分譲情報

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

ハルカ会員

◆アイルタウン豊田志賀物件概要
●所在地／豊田市志賀町神上り31番181他　●交通／名鉄バス「宝来町」停徒歩約3分　●販売区画数／2区画　●敷地面積／
181.05㎡(54.76坪)～183.88㎡(55.62坪)　●土地価格／2,072万円～2,154万円　●都市計画法／都市計画区域・市街化区域　
●地目／宅地・雑種地　●用途地域／第1種低層住居専用地域　●建ぺい率／60%　●容積率／100%　●私道負担／なし　●道路
幅員／6m　●電力／中部電力　●ガス／東邦ガス　●上水道／公営　●下水道／公共下水　●排水／U字構　●建築条件付宅地分
譲について／今回販売させていただく土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、（一財）愛知県労働者福祉基金協会の指定する建築会社
（ハウスメーカー）と建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。この期間内に建物の建築を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は、土地譲渡契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にてお返しいたします。

183.88㎡
（55.62坪）1

181.05㎡
（54.76坪）2

2,154万円

2,072万円

敷地面積 土地分譲価格

子育て環境が整った

ふれあいの街
自然に恵まれ利便性も高い街

「豊田市志賀」
建
築
条
件
付 

宅
地
分
譲

先
着
で
受
付
中
！
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愛知県では加入義
務化が開始！

2021年10月～

2221Z005

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。

こくみん共済 coop では、こくみん共済や住まいる共済に特約で付帯することが可能です。

公式キャラクターピットくん

自転車損害賠償責任保険 等への
加入はお済みですか？

　愛知県では2021年10月より、自転車に関する条例が施行され、
自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。
　自転車に対する損害賠償責任保険等は、単独での加入の他、
自動車保険（共済）や火災保険（共済）などに特約として付帯している
こともありますので、まずはご自身の保障を確認してみましょう。

もし、あなたが
加害者になったら
どうしますか？

賠償額9,521万円
小学生が夜間、歩行中の女性と衝突。
女性は頭の骨を折るなどして、
意識が戻らない状態に。

（神戸地裁　平成25年7月判決）

福
祉
基
金
協
会
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◆長久手市で初の子育て支援NPO
　住みたい町ランキング上位の長久手市
だが、実際には、「ここに引っ越して来る若い
お母さんには必ずしも子育て環境に恵まれ
ているとは…」と、理事長の田中直子さん。
　人口増の大半は移住組。”ヨソモノ感”を
抱きがちで、地域の繋がりも希薄なため育休
期を過ぎると子育てサロンなども続かない。
　理事・事務局長の今枝麻里さんも、関東
→豊田市→長久手市と移住。「それぞれの
時期に第一子、第二子の誕生があり、子育
て支援施設などを行脚しましたね」（今枝）。
　そうこうするうち、名古屋で子育て支援
の修行をしていた田中さんと今枝さんは
出会い、「誰かがエイヤでやらなくてはね」
（田中）の一言で、一緒に市内初の子育て
支援のNPO組織「ながいく」を立ち上げる
ことに。
◆借りる公共施設から独自の拠点運営へ
　そして、2018年末にNPOを立ち上げ、翌
年4月から「まちづくりセンター」の12畳の1
室を借りて活動を開始。0歳〜3歳ぐらいの
子供とその親の支援を始めた。「一時は日
に5組ほどの利用があり、スタッフを含める
と12・3人。すごくにぎやかで楽しかったです
ね。お年寄りのグループとの交流もあったり
で」（田中）。
　ところが、折からのコロナ禍で「まちづくり

センター」の活動場所は閉鎖になってしまう。
　「ホント大変でした。荷物やおもちゃをみ
んな持って屋外の公園で活動したりで。で
もこの先コロナが収束しても12畳程度で
は活動に限界があるよねということで、賃
貸の物件を探したんです」（田中）。
　コロナ禍が長期化する中、活動の基盤と
なる拠点施設を早く作らなければ、孤立し
てしまうお母さんが出る心配もあった。
◆ぽんぽんを支援する輪が広がった
　「ここにいつも誰かいる、という親子の居
場所として、古い民家を好条件で見つけま
した。それがこの『ぽんぽん』です」（田中）。
　同時に諸費用を賄う寄付集めにも奔走。
東海ろうきんNPO育成助成事業・日本財団
子ども第三の居場所事業・ドコモ市民活動
団体助成事業の予算なども相次いで獲得
し、運営面ではひとまず安定の域に。
　「家具のIKEAさんには“食育”に役立つ
お台所を全面改装していただきました。野
菜などもご近所の農家の方が届けてくださ
いますし、ここの裏での畑仕事でもご近所
の農家の方が指導してくれます。」（田中）。
　12名ほどのスタッフの中には保育士の
資格を持つメンバーもいるので、現在、赤
ちゃんの一時預かりも計画中。そのほか将
来的には不登校児の居場所づくりなどに
も活動を拡げていきたい考えだ。

シリーズNPO No.39

総人口60164人（2021年1月現在）の長久手市は毎年1000人単位で人口が増え、平均年齢38.6歳
と日本一の若さ。それだけ子育て1年生のお母さんも多い。そんな実情に応えて、長久手市で初の子
育て支援のNPO「ながいく」が2018年12月にスタート。2020年7月には民家を借り受け、拠点施設
「子育てシェアの家ぽんぽん」の運営を軌道に載せている。

東海ろうきんの
NPO育成助成事業より

助成を受けながら事業を
推進しています。

長久手の親子を一人残らず笑顔に！

理事長の田中直子さん（右）と理事長の田中直子さん（右）と
理事・事務局長の今枝麻里さん（左）理事・事務局長の今枝麻里さん（左）

ながいく

お母さんどうしの気のおけないおしゃべりは
子育てストレスの特効薬でもある。

特定非営利活動法人 ながいく
https://nagaiku.org/

子育てシェアの家ぽんぽん
480-1103 愛知県長久手市岩作長池53-3
TEL:  0561-41-8145

専門の講師を招いて、ぽんぽんの
スタッフのリズム遊び講習も行われる。

特定非営利活動法人

子育てシェアの家ぽんぽん

◆子育てひろば開設日時/
　月・水・木曜の各10：00〜13:00
◆利用料金/300円（時間中は出入り自由）
※持ち物は、普段のお出かけグッズをお持ち下さい。
　おもちゃは、ぽんぽんにたくさんあります。

●ぽんぽんランチ
＊子育てひろば＋ランチ…600円
＊ランチ利用のみ…500円
  毎週月・水・木の11：30〜 なくなり次第終了
●幼児食教室
＊子育てひろば＋幼児食教室…600円
  不定期開催

★LINE公式アカウント
ぽんぽんでは、スケジュール
やイベントの予約案内など
連絡手段にLINEを採用して
います（トークは、スタッフだ
けが見ることができます）。

ぽんぽんに通ううち、お母さんも子供も
すっかり我が家感覚でのびのび！

押入れ上段はアロマオイルの販売。
下段は”お下り”の服のリサイクルコーナー。

離乳食から普通食への切り替えを学ぶ
「幼児食教室」は毎回大人気。

新鮮野菜はご近所の農家の方の提供。
お昼前ともなればランチの支度に忙しい。

ときにはかわいいシェフもキッチンに。
“食育”は調理器具の使い方から・

お母さんと一緒のランチはごきげん。
「へー、この子、こんなに食べるんだ！」


