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こどもは社会的な存在として
街のみんなで育てるのが理想です。



少子化の問題はかなり深刻。行政の側にもまだ、決め手がないようだ。しかし、今回取材で訪れた「子育て支援のNPOま
めっこ」は、少子化への現実的な解決策を打ち出している場所と言えそうだ。母子を二人ぼっちにさせないことから始まっ
て、赤ちゃんの段階から、“ウチの子”でなく、みんなの子、町の子、社会の子と捉える。そして、親も子もみんなが、地域との
繋がり、学校や企業との繋がりで育っていこう、さらには町も変えていこうと、地道な活動を繋ぎ、また拡げていく。そんな真
に“人にやさしい”ムーブメントが、名古屋市北区柳原町の商店街の一角にあった。

赤ちゃんを抱っこするのも
 わが子が初めてという不安

11月の下旬に名古屋市北区の柳原商店
街にある「まめっこ」の事務局に代表の丸
山政子さんを訪ね、お話しをうかがった。

事前にやりとりしたメールの中では、ま
めっこの役割に、＊子育て支援をする。＊
子育て支援は親支援。子どもへの虐待を
防止する。＊子育てが楽しいと思える街づ
くり。とある。2つめの我が子虐待の可能
性がそんなにあるものなのだろうか？
「今は特に核家族ということもあり、ほ

とんどのママが、赤ちゃんを抱っこするの
もまったく初めてで、わが子とのつきあい
方が分からない。昼夜を問わず２時間お
きくらいに、おっぱい飲んで、寝んねして、
時にはなぜか泣くばかり。ダンナは仕事
で忙しい。子育ては主婦の仕事と頑張っ
てはみるものの、トイレさえもゆっくり
行ってられない。マンション暮らしではご
近所にも相談できない。だから、孤立感の

中での子育てです」。
現代のママは昔とは比べ物にならない

ほど子育て環境が変わった。

自身のママ体験から今の活動に
群馬からの転勤族だった丸山さん自身

が、まさにその大変な時期を20年ほど前
に身をもって体験した。そんな中、子育て
サークルに関わり、今の活動に繋がる。
「最初は、北区の生涯学習センターでの

託児活動に携わって、その時、０～２歳児
の講座を提案しました。でも、全員男性の
職員は『来るわけ無い』と一蹴。１人の共働
きの職員だけが賛成してくれたので、やり
ましょう！と。そしたら、これが、参加者は
抽選になるほどになったんですね」。

そこから一気に子育て支援が名古屋市
内16区に拡がる。子育てで悩み苦しむマ
マたちがいかに多いかを実感したという。
「幼稚園は3歳児からです。保育園は夫

婦共働きであることが前提。だから専業主
婦の場合には、子どもが３歳になるまでは

ずっと“二人ぼっち”のままです。
今もうすでに子どものいる家庭は少数

派。なので、公園でも子連れのママには出
会いませんから」。

全国的な気運の高まりからまめっこへ
それを受けて、北区で始めた子育てサーク
ル活動「まめっこ親子教室」は、北区、西区、
名東区、中村区、稲沢市へと拡がり、2000
年に「特定非営利活動法人まめっこ」がで
きた。
　ちょうどその頃には、北海道、山形、世
田谷、名古屋、大垣、四国、九州などでも子
育て支援の輪が拡がる。丸山さんは横浜
の「び～のび～の」の奥山千寿子さんから
のお声がかかり、「全国子育て広場連絡協
議会」の理事を５年ほど務めたこともあ
る。
　その後、フランスやカナダでの子育て施
設の視察を経て、2003年には「０～３歳と
おとなの広場『遊モア』」を経済産業省の空
き店舗活用事業として開設することに。

「大風来い親子教室」。ここにはもう二人ぼっちは
いない。母子みんなの笑顔があふれる。

みんなの子どもたち、みんなのお父さん・
お母さんでいっしょに遊ぶ電車ごっこ。

「カナダのお人形にはちゃんと
性差が表現されてるんですよ」。
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平成 15年度第 9回人にやさしい街づくり賞授賞
　　　　　　  特定非営利活動法人
　　　　　　  子育て支援のNPOまめっこ（遊モア）  名古屋市北区

子育てそのものが街を変える
まめっこの活動は少子化対策の切り札に

「遊モア」での昨年のクリスマス会。
室内楽のライブ演奏も行われた。
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最初は託児所と間違えられた
「ここは子どもを預かる場所ではありま

せん。ママと子どもが一緒に来る場所。み
んなで一緒に遊び、ママどうしの交流する
広場。ここでママは過酷な“二人ぼっち”の
時間から開放されていきます」。

ちなみに「遊もあ」の利用料は、年間登録
料￥2,000（広場２回利用料込み）。利用料
は親子１組（親１子１）で￥500／日（1名
増すごとに￥200／日）。オープン日時は、
月火水金の９時30分～14時30分、木（月2
回）、土（月3回）となっている。

こうした地道な活動から行政の側にも
“子育て支援”の理解が１歩進んだ。栄のロ
フト名古屋６階には名古屋市が運営する「名
古屋市子ども・子育て支援センター」がある。

平成27年4月から名古屋市子ども・子育
て支援センターは「起業支援ネット」、「こ
どもNPO」、「まめっこ」の３団体がコン
ソーシアムで「なごやこども・子育て未来
プロジェクト」として業務を受託。丸山さ
んはそのセンター長でもある。

開かれたまめっこが街のお祭りを変えた
「この辺りは公務員住宅に住む転勤族が

多いんです。なので、親子の広場『遊もあ』
にもたくさんのママたちが集まります。

それで、ママたちと商店街の人たちと公
園協会の人たちが一緒にワークショップ
をして、公園をより遊びやすく作り変えた
りもしました。また、この周辺をベビーカー
で歩く時に凸凹があるところをマップに
していったら、北区の土木事務所の人が来
て全部直してくれたりもしています」。

特に楽しかったのは、昔ながらの町のお
祭りを一変させたこと。人が減ってお祭り
が成り立たない中、まめっこは従来からの
夏のお祭りだけでなく冬もお祭りを提案。
夏は通りを通行止めにするので、冬もそう
して道路全面落書きアートにしたいと。

それには商店街の理事のみなさん「冬も
通行止めなんてとうてい無理」と大反対。
丸山さんは「じゃ、通行止めができたら落書
きしていい？」と、結局実現させてしまう。

それ以来、赤ちゃん体験の授業で関係
を築いていった大学生らも巻き込み、さび
れかけた商店街のお祭りは、夜のお祭りか
ら日中の子どもたちも楽しめるお祭りに
変った。

＊　　　　　＊　　　　　＊
「遊もあ」を開設して、13年。今では最初

期にここで育った子どもたちがボラン
ティアで来る。やがてはその子たちもお父
さん・お母さんになり、さらに「まめっこ」
の活動を拡げていってくれることだろう。

本物の竹を使った流しそうめんをやってみた。みかんや
キュウリ、トマトも流れおとなも子どももみんな大はしゃぎ。

レストランを借りきって、ママと子どものためにパパが
料理を作る「家族の絆レストラン」は毎回大盛況。

ロフト名古屋でのアトリウムコンサート。椅子席ではなく、
床に座れるようマットを敷きたくさんの親子で楽しんだ。

書いてくれた人を乗せて名城公園を一周二周した落書き
バス。「冬に外で落書きのお祭りなんて」と反対していた
商店街の理事さんも落書きを楽しんだ。

筋力がついた赤ちゃんは階段を登り、鏡と出会う。そこ
でママと違う自分の姿を見、自我と社会性に目覚める。

■会員募集

◆正会員（スタッフ）
　入会金：5,000円　年会費：3,000円
◆賛助会員
　個人会員：一口1,000円（一口～） 企業会員：一口10,000円（一口～）
　 「まめっこ」の主旨に賛同される方、子育て支援をCSRとして考えてお

られる企業の方には、ぜひ寄付の応援をお願いします。
●郵便振替：00870-8-118357　口座名：子育て支援のNPOまめっこ
　※ご寄付にあたってはあらかじめ下記にご連絡をお願いします。

■お問い合わせ・お申し込み先（「遊モア」とも）

◆事務所：〒462-0845 名古屋市北区柳原町4-2-3　遊モア内
◆TEL&FAX：052-915-5550
◆URL：http://mamekko.org/　　◆mail：info@mamekko.org
◆アクセス：地下鉄名城線「市役所」or「名城公園」駅徒歩10分

「人にやさしい街づくり賞」
　この賞は、愛知県が、1994 年に制定
した「人にやさしい街づくりの推進に関
する条例」に基づくもの。
　条例の基準に沿う取り組みの中から、
「もの（施設・機器など）」や「活動」に
ついて、一般からの推薦・応募により、
選考委員会（数人の有識者と県関係者で
構成）の選考・調査・ヒアリングを経て、
年１回、平成 26 年度まで 20回にわた
り表彰が行われた。
　対象は、（1）「もの」：建築物、コミュ
ニティ道路、公園、商店街、機械や装置
など。（2）「活動」：地域活動、高齢者・
障がい者支援など。（3）その他、賞の趣
旨に適合するもの。これらについて、「人
にやさしい」、つまり、＊バリアフリーが
行き届いているか、＊地域住民の参加が
活発か、＊誰でもが利用しやすいか、＊
さまざまな人たちの交流が活発か、など
の基準に照らして、賞が贈られている。

2 3



4 5

連帯・協同でつくる
　安心・共生の
　　福祉社会を目指して

「21世紀・人と暮らし環境に優しい福祉社会の実現」
● 福祉事業団体の基盤強化と
　　　　 生涯福祉サポート体制の充実
● 組織拡大・活性化と支部活動の強化

● 中小企業・未組織勤労者の福祉施策の充実
● 活動推進の基盤整備と強化・充実
● 国際交流活動、社会貢献運動の推進

● 愛 知 労 福 協 の 活 動 ●

愛知県労働者福祉協議会
会長 畑　 慎一

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は、愛知労福協をはじめ、東海労動金

庫、全労済愛知県本部、愛知県住宅生協、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。

労福協は、2009年に中央労福協結成60周年に
おいて示された「労福協の理念と2020年ビジョ
ン」に基づき、(1)社会的連帯を深める運動と政策
の実現、(2)暮らしの総合支援（ライフサポー
ト）、(3)協同事業、労働者福祉運動の基盤強化を
３つの柱に活動を進めてきました。特にこのビ
ジョンの中では、お金やGDPでは測れない価値を
重視した人と人とのつながり・絆が大切にされる
貧困や社会的排除を許さない社会を展望していま
す。しかし、現状を見る中では、雇用の劣化は加
速する一方で、貧困の格差は増幅し、少子高齢化
の進展に伴う年金・医療をはじめとするさまざま
な社会保障の問題と相まって、若年・壮年・高齢
者に至るまで、現在や将来の生活に不安を抱えて
います。
また、昨年10月から全国の労福協で署名活動を

展開しています奨学金問題の取り組みにおいて
は、次の世代を担う若者たちが、私たちが過ごし
てきた学生時代とは全く異なる厳しい経済環境に
置かれていることに大きな衝撃を受けました。大
学授業料の上昇と家計収入の低下等により、今や
大学生の二人に１人が奨学金を利用し、社会人と
しての出発点から数百万円の借金返済の負担を負

い、初めて就いた仕事が非正規雇用という若者が
４割を占める実態です。そこには、社会の構造的
な問題もあり、奨学金の解決には、雇用や貧困問
題の解決と一体のものとして粘り強い取り組みを
推進していく必要があります。この問題について
は、持続可能な社会の構築と共助拡大に向けた活
動の一つとして、全国の労福協と力を合わせ取り
組みを進めてまいりますので引き続きご支援をお
願い申し上げます。

愛知労福協では、労働組合・事業団体と協働し
て行う各種相談窓口の「勤労者安心ネットワーク
センター」や労福協各支部が実施する定年退職前
の「退職準備セミナー」および退職後の地域コ
ミュニティの場を提供する「友の会活動」、さら
には、ゆとりある暮らしのための各種「文化・体
育事業」などの実施や、福祉事業団体の利用促進
も含め勤労者および高齢者の生活を守り向上させ
るためのさまざまな自主福祉活動を地域15支部を
中心に展開しています。
今後とも、労福協が目指す「連帯・共同でつく

る安心・共生の福祉社会」の実現を目指し、労働
団体、福祉事業団体、そして愛知県ならびに各市
町村のご協力を頂きながらこうした活動を推進し
てまいりますので、引き続きご支援・ご協力を賜
わりますようお願い申し上げます。

新しい年が、皆さまにとって、輝かしい年とな
りますようご祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせて
頂きます。

年　頭　挨　拶



4 5

愛
知
労
福
協

2015年11月27日（金）、東京日暮里のホテルラングウッドに中央労福協加盟団体（全国労福協47・労働団体48・事業
団体13）の代議員が一堂に会し、2年に一度の「定期総会」が開催されました。総会では、2014～2015年度活動報告に
続き、2016～2017年度活動方針案および2016年度予算案について提案・審議が行われ全会一致で可決承認されまし
た。また、役員改選において、会長の古賀伸明氏が退任し新たに神津里季生氏が選出されるとともに、役員14名のうち7
名が交代されました。

2020年ビジョンの実現に向け、「連帯・共同で安心・共生の福祉社会をつくろう！」をメインスローガンに、引き続き、
労働団体と事業団体の連携強化を図る中で自主福祉運動を推進し、勤労者福祉の向上を目指していくことを確認しま
した。

2015年10月19日～20日の2日
間にわたり、ホテルフジタ福井にお
いて、近畿・中部12府県の労福協か
ら62名の方が参加し「2015年度中
部労福協研究集会」が開催されまし
た。さまざまな分野から講師をお招
きし、それぞれのテーマについて、
その実情や課題などを分かり易く
ご説明いただき大変有意義な研究集会となりました。

11月14日（土）、長久手市の愛・地球博記念公園において、「第28回愛知県勤労
者スポーツ大会」が開催されました。マラソンやジョギングなどの競技は予定
通り実施されましたが、愛知労福協が運営するソフトボールは、あいにくの天候
で、1日中雨の予報が出されていたためいち早く中止とさせていただきました。

ソフトボール地区大会の運営や当日の開会式へのご出席など、ご協力をい
ただきました役員の皆さま並びに支部大会参加チーム（140チー
ム2,139人）を代表し選手宣誓をお願いしました豊田合成労働組
合の加藤豊大さんには心より感謝申し上げます。

中央労福協「第62回定期総会」が開催されました。

2015年度「中部労福協研究集会」

「第28回愛知県勤労者スポーツ大会」が開催されました。

▲総会会場▲中央労福協 古賀会長退任 ▲中央労福協 神津新会長

▲マラソン

▲知事挨拶 ▲選手宣誓

■ 講演・講義の内容  
　●こころ支えるネットワーク事業
　　・ メンタルケアスペシャリストの養成

（MSC活動）
　　　福井労福協会長　山岸克司 氏
　●貧困ビジネス化した奨学金・
 苦悩する若者たち
　　　中京大学教授　大内裕和 氏
　●社会保障・税番号制度の実施に向けて
　　　中央労福協顧問税理士　関口邦興 氏

●「ソフトボールの部」支部代表チームと支部大会参加チーム数

№ 支 部 名 支部代表チ ー ム（団体名） 支部大会 参加状況
チーム数 人数

1 東 三 河 日本トレクス労組 8 125
2 豊 田 豊生ブレーキ労組 5 65
3 海 部 東光高岳労組中部支部 7 85
4 知 多 愛三工業労組 16 329
5 岡崎・額田 ユニチカユニオン岡崎 12 205
6 尾 張 北 三菱重工労組名誘支部 9 135
7 西 三 河 豊田自動織機労組 12 171
8 尾 張 東 豊精密工業労組 10 123
9 尾 張 西 豊田合成労組 12 169
10 名 古 屋 南 東レ労組名古屋支部 6 89
11 名 古 屋 中 名古屋交通労組 6 102
12 名 古 屋 北 三菱電機労組名古屋支部 7 100
13 名古屋金山 トヨタカローラ名古屋労組 7 101
14 名 古 屋 東 東邦ガス労組 12 175
15 名 古 屋 西 豊和工業労組 11 165

合計 140 2,139
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第11回名古屋ブロック退職準備セミナーを開催
今年度は土・日曜日（7日・8日/14日・15日の午前・午

後の計7回）にブロック6支部が主催して順次開催した結
果、合計406名にご参加頂きました。10月の共済年金と
厚生年金の一元化により、公務員、私立学校教職員の方
へもご案内をしました。

講師は、昨年に引き続いて社会保険労務士の鈴木久子
さんに7回すべてお願いしました。

セミナーでは一元化についての他、いつからいくら貰
えるか、65歳までの暮らし方、定年（60歳）前後の手続き
などについて参加者全員が熱心に傾聴されていました。

毎回参加者にお願いしていますアンケートでは、具体
的で判りやすい説明を聴くことができ、今までの不明な
点が理解できた事や参考になった事など、大多数の方が
セミナーに参加して「よかった」と答えられました。

▲熱心に聴講する参加者のみなさん ▲講師の鈴木久子さん

名古屋ブロック

第31回定期総会
2015年10月5日　参加：48名
場所： 東海労働金庫本店

７階大会議室

第10回退職準備セミナー
2015年11月21日
参加：66名
場所： 豊田市勤労福祉センター

秋の大収穫祭（芋掘り大会）
2015年10月17日
参加：130名
場所： 東郷町
　　 近藤ファーム

2015年度秋季全体会議
2015年10月30日
参加：51名
場所：東海労働金庫金山支店

第31回労福協名古屋北支部定期総会
2015年10月8日
参加：50名
場所：爽明会館

2015年度秋季全体会議
2015年11月30日
参加：39名
場所：アビタン

第33回支部定期総会
2015年9月29日
参加：79名
場所：全労済一宮会館

第26回
チャリティーゴルフ大会
2015年12月1日
参加：55名
場所：ナガシマカントリークラブ

第12回支部ボウリング大会
2015年11月15日
参加：198名
場所：稲沢グランドボウル

第31回定期総会
2015年10月9日　
参加：代議員数28名
場所：名鉄会館2階大会議室

秋季会員全体会議
2015年11月20日
参加：代議員数21名
場所：名鉄会館2階大会議室

第12回
チャリティーゴルフ大会
2015年11月21日
参加：83名
場所：リオフジワラカントリー

労済地域行事「ます釣り大会」
2015年9月6日
参加：253名
場所：犬山八曽キャンプ場

第35回支部定期総会
2015年10月8日
参加：51名
場所：小牧勤労センター

第36回小牧市民まつり
2015年10月17日・18日
参加：25名(応援役員)
場所：小牧山史跡公園

第5回
チャリティゴルフ大会
2015年11月4日
参加：54名
場所：日本ラインゴルフ倶楽部

第31回定期総会
2015年10月6日
参加：32名
場所：東海労働金庫
　　 名古屋南支店

2015年
秋季会員全体会議
2015年11月19日
参加：45名
場所：アビタン

設立30周年記念レセプション
2015年11月19日
参加：54名
場所：ANAクラウンホテル
　　 グランコート名古屋

名古屋中支部 名古屋金山支部

名古屋北支部

名古屋東支部

名古屋西支部

名古屋南支部

尾張北支部

豊田支部尾張東支部尾張西支部
秋の大収穫祭（芋掘り大会）
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第10回友の会の集い
を2015年9月24日（木）
～25日（金）19地区友の
会より各地区より4名、事
業団体職員、役員など総
勢91名が参加して開催
しました。

会場は岐阜市長良川河畔「ホテルパーク」、各事業
団体からの説明・報告に続いての講演会では、参加者
のほとんどの方に関わりのある「薬と上手に付き合
うために」について岐阜薬科大学客員教授の土屋照
雄先生より講義を受けました。身近な話でありとて
も参考になったとの感想が多く聞こえた1時間30分
の講演でした。

昨年は台風の影響で中止となりま
したが、2015年10月9日（金）18地
区代表の70名により第18回県友の
会交流ゴルフ大会を岡崎カントリー
倶楽部で開催しました。会場は初め
ての三河地域での開催でありセルフ
プレーでしたが、晴天の中、平均年齢
70.3歳が熱戦を繰り広げました。結
果は、団体優勝が豊川地区(4名の平
均グロス83.5、NET 73.3)、2位が半
田地区、3位は東海地区の順、個人優
勝は東海地区の田川隆司さん(グロス
81、NET 70.2)、2位は圡島秀樹（豊
川）さん、3位は吉野才治（小牧）さん
でした。また、ベストスコアは市川和
也（名南）さんの78でした。

友の会の集い

第18回交流ゴルフ大会

▲表彰式の模様

▲個人優勝の田川さん

▲団体優勝の豊川地区チーム

▲開会あいさつの三木会長

▲講師の土屋先生

▲会場風景

労働法講座 Ⅲ ～受講者募集のお知らせ～ ●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/rodo/
　TEL （052）４８５-7１５４
　ＦＡＸ （052）５８３-０５８５

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。

場　所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
名古屋市中村区名駅４丁目４－３８ 受講料 12,000円（5日間・税込）

  平成28年
● 3/ 1（火）18:45～20:45 … 職場のメンタルヘルスと法～施行されたストレス・チェック制度に関わる法的責任を焦点に～
● 3/ 4（金）18:45～20:45 … 労働時間管理をめぐる近時の裁判例と労働時間制度改革
● 3/ 9（水）18:45～20:45 … マイナンバー時代　人事労務担当者が押さえるべき『情報漏洩・持ち出し』をめぐる企業のリスクと対応策
● 3/11（金）18:45～20:45 … 女性の活躍推進につなげる法律実務～女性活躍推進法とマタハラ・セクハラをめぐるトラブル対処を中心に～
● 3/15（火）18:45～20:45 … 派遣法・労働契約法の「みなし雇用」制度の施行と人事労務リスク
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第31回支部ボウリング大会
2015年11月27日
参加：112名
場所： コロナキャット

ボウル豊川

「支部結成40周年記念第34回みかん狩り」
2015年11月15日
参加：805名（小学生以下除く）
　　 3養護施設招待
場所： 美浜町「青山みかん園」

第38回働く者の作品展
2015年11月11日～15日
参加：655名　場所： 岡崎市美術館

第35回定期総会
2015年9月9日
参加：出席66名
　　 委任69名 合計135名
場所：全労済刈谷会館

自治体懇談会
2015年11月27日
参加：自治体6名三役10名
場所：全労済刈谷会館

第35回ボウリング大会
2015年11月28日
参加：知立イーグルボウル
場所：47チーム185名

支部ソフトボール大会
2015年9月19日　参加：99名
場所： 津島市生涯学習センター

グランド

第40回定期総会
2015年10月26日
参加：54名
場所：津島市文化会館

東三河支部

知多支部

岡崎額田支部

西三河支部

海部支部

805名（小学生以下除く）
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連合愛知は10月28日、名古屋市
公会堂大ホールにおいて第27回定
期大会を開催しました。『ストップ・
ザ・格差社会！ すべての働く者を
連合の輪へ「安心社会」を切り拓こ
う！』をスローガンとするこの大会
には、各界からの来賓、連合愛知役
員、また各構成組織からの代議員・
傍聴者など、760名を超える参加が
ありました。

冒 頭 、 土 肥 会 長 よ り 、
“2015年度は、各種選挙
と「STOP THE 格差社会！ 
暮らしの底上げ実現」キャ
ンペーンの運動が中心とな
り、特に労働者保護ルール
改悪阻止の取り組みは、構
成組織の協力を得て世論を
巻き込む運動を展開してき
ました。

しかし、労働者派遣法改
正法は成立、安全保障関連
法も数の力により強引なま

での政治運営でありました。
各種選挙においては、昨年末の衆

議院総選挙、愛知県知事選挙、統一
地方選挙や中間選挙など一年を通じ
て取り組みましたが、各種選挙の投
票率は過去最低となり課題の多い選
挙でありました。

今の強引な政治運営を行う政府与
党から、生活者・働く者にとって全
うな政治を取り戻し、私たちの声を

政治の場に反映させるためにも、来
夏の第24回参議院選挙は、大変重
要な選挙となります。連合愛知組織
内候補者である斎藤よしたか現参議
院候補を始め比例区12名の連合組
織内候補者全員の当選を目指し、家
族・紹介者も含めて選挙に必ず行き
投票すること、擁立構成組織・支援
組織すべての組合員の皆さんの力強
い行動を進めていただくことを要請
します。

その他、2016春闘、雇用状況、
組織拡大、男女平等参画社会、政
策制度について提起され、社会運動
の先駆者として、連合愛知・構成組
織・地域協議会と連携を深めそれぞ
れ役割を果たし、ストップ・ザ・格
差社会　すべての働く者を連合の輪
へ「安心社会」を切り拓き、私達が
求める社会像「働くことを軸とする
安心社会」を築いていくため引き続
き運動を展開していく”と挨拶され、
2016年度の決意を表明されました。

連合愛知土肥会長が委員長を務め
る愛知県社会運動家顕彰委員会は、
11月6日、鶴舞公園内いしずえ碑前
において「第54回愛知県社会運動
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。
土肥顕彰委員会委員長の挨拶の

後、新合葬者銘板の奉納、ご遺族等
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、
追悼祭はしめやかに挙行されまし
た。

本年は、9柱を新しく御霊に加え、
銘板にその名を刻み「いしずえの碑」
に奉納し、合葬者は728柱となりま
した。

連合愛知は9月26日、愛知県芸術
文化劇場コンサートホールにおいて
クラシックコンサート「名フィルと
共に」を開催し、1,509名と多くの
方に参加頂きました。

コンサートは、「チャイコフスキー
大好き！」と題し、指揮者梅田俊明
氏率いる名古屋フィルハーモニー交
響楽団により、盛大に行われました。

今年度は、“歌劇「エフゲニー・
オネーギン」から『ポロネーズ』”、

“ピアノ協奏曲第1番変ロ短調　作品
23”、“バレエ「白鳥の湖」作品20
から『情景』”、“バレエ「くるみ割

り人形」作品71から『花のワルツ』”、
“弦楽四重奏曲第1番ニ長調　作品
11から第2楽章『アンダンテ・カン
タービレ』〔弦楽合奏版〕”、“交
響曲第5番ホ短調　作品64か
ら第4楽章”が演奏されまし
た。指揮者梅田俊明氏からは
それぞれの曲について丁寧な
説明や、後藤正孝氏のピアノ
演奏など、参加者からは、「感
動した」「大変良かった」な
どの感想もあり、好評の中、
コンサートを終了しました。

また、託児所も設置し小さ

なお子様を持つ多くのご家族の参加
も多く頂く事が出来ました。

ストップ・ザ・格差社会！ すべての働く者を連合の輪へ「安心社会」を切り拓こう！
連合愛知第27回定期大会を開催

「いしずえの碑」に新たに９柱を合葬
第54回社会運動家顕彰追悼祭をしめやかに挙行

チャイコフスキー大好きー！
連合愛知クラッシックコンサート　名フィルと共に

第 27 回定期大会

いしずえの碑

名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏
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シリーズNPO No.16

「アジア車いす交流センターWAFCA（ワフカ）」は、自動車部品メーカーの株式会社デンソーが、
CSR（社会貢献）の一環として設立したNPO法人。日本国内よりも海外、特にアジア圏に工場の多
い同社が地域社会から信頼・共感される会社を目指して設立した組織だ。アジアの障がい児に車イ
スを贈り続けて16年。今ではタイ政府との協働プロジェクトを企画するなど地域に根付いている。

●デンソーの海外事業の恩返しとして
　「WAFCA は、16 年前に株式会社デ
ンソー 50周年の記念事業として始めた
NPOです。会社が 50 年続いたのはア
ジアの方々のおかげ。何か恩返しをと
いう意味で、海外工場第 1号のタイに
財団を作り活動を開始しました」。
　そうお話しいただいたのは事務局長
の番真一さん。センターでは現在タイ
にある障がい者財団の工場から車いす
を買い上げ、それをタイの障がいを持
つ子どもたちに贈る活動を中心に展開
している。
　さらに、車いすの提供だけでなく、
奨学金を贈る活動も 2006 年から進め
られている。
●タイからさらに中国、インドネシアへも
　タイでのWAFCA の拠点はデンソー
の現地法人もあるバンコク。初期の頃
はバンコクで車いすの提供活動を始め
た。しかし、今は、政府支援の行き届
かない東北部・農村部への支援にシフ
トしてきているという。
　「2015 年 3 月時点の実績では、車い
すが延べ4,100台、奨学金は延べ1,600 
人に届けられています。他にも学校な
どのバリアフリー化への支援もしてい
ます」。
　さらに、2007 年には、タイでの実
績を活かして中国へも車いすの提供を
開始。2015 年初めにはインドネシア

にも拠点を開設している。今後はカン
ボジア、ベトナム、フィリピンへの
WAFCA 事業の拡大を目指し調査中だ。
● 100％の寄付が継続的に活かされる
　「日本国内では、主に寄付集めをして
います。一般には寄付の何％かが運営
費にまわることもありますが、WAFCA
では寄付は寄付として、受け取る側へ
100％届けています。これを社会的なし
くみと捉えれば、継続的にCSRに取り
組まれる企業の方々には最適だと思い
ます」。
　そうした車いす向けの寄付とあわせ
て、WAFCA には個人対個人の寄付の
仕組み、『ドナーシステム』というもの
もある。
●文字どおり顔の見える支援システム
　それは、日本側で年間 2万円の奨学
金を贈ると（贈り手を「ドナー」と言う）、
1 人の特定の奨学生にそれが届く仕組
み。現地では毎年 6月にマッチングが
行われ、その子が学校を卒業するまで
続くことが多い。手紙のやり取りもあ
り、ドナー（支援者）にとってはその
子の成長が楽しみになるというものだ。

＊　　　　＊　　　　＊
　ハードとしての車いすとソフト面で
の安定した支援と人と人との交流。
地理、言語、文化の違いはあれ、車い
すに託す思いはこの先も変わらない。

■認定 NPO 法人
アジア車いす交流センター
（Wheelchairs and Friendship 

Center of Asia）
〒448-0834
愛知県刈谷市司町1 丁目2 番地
ふれあいプラザゆうきそう内
TEL 0566-23-5822
FAX 0566-23-5827
MAIL ZC8WAFCA@denso.co.jp
H.P. www.wafca.jp

●WAFCA入会申し込み
電話、メールにてご連絡いただくか、
HP よりお手続きください。
◆年会費（1口）
　正 会 員： 4,800 円
　賛助会員： 3,000 円
　団体会員：30,000 円
◆奨学金（1口）：20,000 円
【銀行口座】
＊三菱東京 UFJ 銀行刈谷支店
　普通 1774869
＊三井住友銀行刈谷支店
　普通 6529839
【郵便口座】
＊ 00860-1-7608
◎銀行口座・郵便口座とも口座名は
「特定非営利法人アジア車いす交流
センター（トクヒ　アジアクルマイ
スコウリュウセンター）」です。

※クレジットカードでのお支払いは
　VISA と MASTER がご利用可能です。

タイ東北部で出会った子ども達は、障がいのあるクラスメートを友だち
みんなで支えて応援している。

障がい児の家族・先生のほか、デンソーの現地社員
が多数参加した車いす修理キャラバン。

年１回、日本から奨学生を訪ねるツアーも実施。
直接会っての応援は喜ばれる。

2005年愛・地球博では、WAFCA 主催で、車いす
バスケットボールの交流試合も行われた。

日本でも「車いす病院」を開設。
2015 年には修理累計1,000台を超えた。

インドネシアでは社会省（障がい者福祉の省）
の担当者も理事に加わった。

アジアに生きる障害児‥そのチャレンジのために。

「今後の WAFCA は、障がい児とその家族だけではな
く、地域の人々や行政との繋がりをより密にする活動を
進め、障がいを持つ子どもを地域社会で見守っていくよ
う働きかける。それにはどうすればいいかを考え続けま
す」と番真一事務局長。

アジアに生きる障害児‥そのチャレンジのために。

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

認定NPO法人

アジア車いす交流センター
（Wheelchairs and Friendship Center of Asia）

東海ろうきんNPO寄付システム
http://tokai.rokin.or.jp/shakai/npo.html
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