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豊田市内の小中養護学校の
卒業証書用紙は

いま和紙工芸館で漉いています

 豊田市和紙のふるさと  和紙展示館・和紙工芸館
（豊田市永太郎町）



「豊田市和紙のふるさと」は、旧・西加茂郡小原村（2005年 4月に豊田市に合併）から続く地場産業の小原和紙を継承
する施設だ。この地では昭和初期には「三河森下紙」（番傘や障子用の和紙）を生産していた。戦後はこの地に疎開した
工芸家・藤井達吉の働きもあり、「漉き込み」の技法や美術展への入選などを通じて「小原美術工芸和紙」の名は定着し
ていく（和紙展示館）。その小原和紙の技術を支えているのは、和紙工芸館で技術指導などをされている職員のみなさん。
今回は、この道30年の小原和紙指導員のリーダー、小島浩二さんにスポットをあててお話をうかがった。

◆秋には紅葉と満開の桜を楽しめる
　四季桜の名所としても有名

8月の下旬の残暑厳しい日の朝、探検隊
は蒸し暑い名古屋駅を出発して、目的地を
目指した。1時間半ほどで現地の駐車場
に。車から出ると、空気が違う。森の緑の中
では暑さも爽やかに感じる。

まずは和紙工芸館、池野定雄さんにお
会いした。
池野：「今は夏休みの工作の宿題で和紙作
りに訪れる親子連れが多く見えます」。

まさに産業観光の施設というわけだ。
池野：「これが秋になると、紅葉と同時に満
開の四季桜を見に来られる観光客で、この
あたりはそうとう賑わいます」。

香嵐渓も近いから無理もない。ん？でも
桜？秋に？聞けば、春と秋の2度花が咲く

「四季桜」という珍しい種類があるという。
池野：「この地域が以前、『小原村』だったこ
ろ、村長が将来の観光資源にと、挿し木で
四季桜を増やしたり、各家庭にも苗木を

配ったりしたほどだったんですよ」。
それが40年ほど前のこと。今では「小原

和紙」とともに「四季桜の里」としても知ら
れるように。シーズンのピークには観光バ
スで大渋滞ということもあったそうだ。

◆何千枚もの和紙が均質に揃う
　手漉きの神（紙）ワザを伝える
作業が一段落するのを待って、今度は、

同館で、手漉き和紙の技術を指導するリー
ダーの小島浩二さんの作業場へ。

小原和紙は美術工芸和紙として戦後に
有名になったが、小島さんは、それ以前か
らの番傘や障子紙で使われる「三河森下
紙」の技術を伝える伝統技能系の職人の
第一人者だ。

実際の紙漉きを見せていただいた。
小島：「この水槽（舟）に入っているのがコ
ウゾの白皮を叩解（こうかい：叩いてほぐ
すこと）した細かな繊維と水とトロロアオ
イ（とろみで繊維が沈むのを防ぐ）を加え
た液（舟水）。ここに桁という木枠に簀（す

だれ）を挟んで、そこに舟水を汲み込み、揺
らし、水分を漉す。これを数回。それから繊
維が均質に乗った簀をはずし、紙床（しと）
の上に簀を裏向きにしてそっと紙を移し、
積み重ねていきます」。

汲み込みから、紙漉き、紙床まで一連の
動作には少しのよどみもない。
小島：「これは来春の豊田市内の小中養護
学校で卒業証書に使われる紙です」。

漉く枚数にして実に3,000枚を超える
が、その全てを一定の品質・厚さで仕上げ
る。紙の注文では1,000枚単位での重量で
図るのが通例で、「1匁が3.75gですが、障子
紙で5匁の紙。それより薄い紙は3匁。厚み
を揃えるのが大変なんです」と小島さん。

舟水の調合、トロロアオイの粘度（低温
度でないと粘りが保てない）、汲み込みの
回数、気温、湿度、舟水の濃度変化（漉くう
ちに濃度が下がる）などの全ての折り合い
をつけて仕上がりをピッタリ同じ厚さ・品
質に揃えるのは至難の技。にぎり鮨のごは
ん粒の数を揃えるより難しい気がする。

和紙工芸館の池野定雄さんは和紙のふる
さと運営協議会会長でもある。

「この道30年ですがまだまだです」と
研修指導員リーダーの小島浩二さん。

和紙工芸館に働く職員の皆さんは研修指導と合わせて自身の技術の研鑽に余念がない。
この日はお二人の職員の方が畳一畳ほどもある障子紙を丹念に漉いておられた。
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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。
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 豊田市和紙のふるさと  和紙展示館・和紙工芸館
（豊田市永太郎町）

長年の経験で培われた
カミワザ が
「美術工芸和紙“小原”」
のブランドを支える原点
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豊田市和紙のふるさと

和紙のふるさと入口（看板）

和紙工芸館和紙工芸館
和紙展示館和紙展示館

和紙のふるさと園内和紙のふるさと園内

「小原和紙は奥が深いです」と、館内を
ご案内いただいた学芸員の中島聡子さん。

色々な産地の和紙が揃えられている和紙の標本コーナー
（現在入替中）

現代作家の小原美術工芸和紙による大作が並ぶ和紙展示館の
第3展示室。日本画のようなものや立体感を活かしたものもある。

和紙展示館（和紙のふるさと事務局）
〒470－0562　
愛知県豊田市永太郎町洞216-1
事務局（和紙展示館内）
　TEL.0565-65-2151
　FAX.0565-66-1001

和紙工芸館（体験実習予約・お問合せ）
TEL./FAX.0565-65-2953
washinofurusato@city.toyota.aichi.jp
http://www.washinofurusato.jp/

●開館時間：午前9時～午後4時30分
●休館日：月曜および12月28日～1月4日
　　　  　（月曜が休日の場合は開館）
●入館料
　＊和紙展示館：中学生以下無料
　　　　高・大学生、一般200円
　　　　（団体20名以上150円）
　＊和紙工芸館：入館無料
　　　　（10名様以上の実習は要予約）
　　実習受付時間：午前9時～午後4時
　　実習料金： 
　　　　　 無地紙漉き、絵漉きうちわなど

各種1,000円～1,500円
　　　　　（20名以上の団体は割引あり）
●駐車場：150台（無料）
●交　通：
　＊バス／名鉄豊田市駅から
　　「とよたおいでんバス」小原豊田線
　　上仁木行き「和紙のふるさと」下車
　＊クルマ／東海環状自動車道 豊田藤岡
　　IC、猿投グリーンロード 中山 ICから
　　瑞浪方面へ15km

和紙工芸館では、本格的な和紙の工
房設備を駆使し、小原工芸和紙の制
作実習ができる。
「絵漉き」、「字漉き」、枯れ葉などを漉
きこむ「葉すき」「うちわづくり」な
ど。制作実習から、乾燥させて完成ま
で1時間から1時間半ほど。実習費用
も1,000円～1,500円と、子供から大
人まで気軽に美術工芸が楽しめると
好評だ。

Let’s t
ry!

アート紙漉
き体験

小島：「注文では書家の方それぞれで違う。
草書の場合と太い文字でカスレが欲しい
場合では原料の配合も変えます」。
　こうした紙漉きの技を伝承する職人が
技術のスタンダードを支えているからこ
そ、自由な発想で美術工芸を追求する作
家さんたちの活動が生きてくる。この和紙
工芸館では小島さんをリーダーに他に10
人ほどが日々研鑽に励む。
小島：「この和紙工芸館の機能として紙漉
き体験研修の指導と、技術の継承。それか
ら小原和紙の受注制作もします。書家の方
からのそれぞれの特別注文もありますし。
また、他にも美術工芸和紙制作も。今、職員
たちが取り組んでいるのは、間もなく豊田
市に開店するコーヒー店の小原和紙の壁
画です」。
　最近では、こうした壁画のようにイン
テリア素材・内装材にまで和紙の可能性
は拡がっている。そうした美術工芸とし
ての小原和紙は和紙展示館で詳しく見ら
れる。

◆碧南市出身の美術工芸作家
　藤井達吉氏が小原和紙中興の祖

　和紙工芸館近くの和紙展示館では、こ
の日、出張でいらっしゃらなかった和紙展
示館の館長に代わり、学芸員の中島聡子さ

んにご案内していただいた。
中島：「やや下火になりかけていた小原の
手漉き和紙に新たな光をあてたのがこの
藤井達吉翁なんです」。
　昭和7年、碧南の工芸家藤井達吉氏は図
案集を制作するために和紙を小原の紙漉
き職人に大量発注。それが縁で小原との
交流がうまれました。
中島：「藤井氏はそれまでの小原の手漉
きの技術に美術工芸としての芸術面で
の価値を提唱し、地域の若者たちを指導
しつつ、和紙の芸術性を探求していきま
した」。
　現在、この地域で工房を構える小原美
術工芸和紙の作家は20人ほど。そのほと
んどが藤井氏の美術工芸運動に参加した
世代の2代目3代目にあたる。直接に藤井
先生の教えを受けた山内一生氏のように
親子で美術としての小原工芸和紙作品を
作り続ける作家もいる。
　展示館には藤井達吉展示室をはじめ地
元作家の秀作から全国の和紙クラフト作
家の作品をあつめる企画展示室までと、
和紙の新たな可能性を感じさせる作品が
いろいろ。ここでインスピレーションを
受けたら、和紙工芸館でぜひ新作づくり
にチャレンジしてみるのも一興だ。
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第18回ソフトボール大会
2016年6月4日
参加：６チーム　83名
場所：東海市新宝緑地運動公園
　　  多目的グランド

2016年書記・実務担当者研修会
2016年７月22日
参加：73名
場所：ヒルトン名古屋、劇団四季

実務担当者研修会
2016年6月9日
参加：42名
場所：ヒルトン名古屋・劇団四季

春季会員全体会議
2016年6月3日
参加：25名
場所：名鉄会館

三事業団体全体会議
2016年7月21日
参加：38名
場所：爽明会館

第31回福祉事業団体担当者・書記研修会
2016年7月15日　参加：61名
場所：名古屋観光ホテル、
　　　新名古屋ミュージカル劇場

尾張北支部

心の安全研修会
2016年６月11日
参加：11名
場所：小牧勤労センター

福祉事業団体実務担当者研修会
2016年6月11日
参加：33名
場所：京都祇園花月

労金・労済地域行事
2016年8月6日　参加：39名
場所：信楽陶器村・
　　  伊賀忍者博物館

知多支部結成40周年記念講演・式典
2016年６月４日　参加：108名
場所：新日鐵住金 「公園クラブ」

はたらくものの体験教室
2016年６月25日
参加：20名
場所：小牧勤労センター

自治体・友好議員懇談会
2016年７月20日
参加：31名
場所： 小牧コミュニティ

ホール

支部役員研修会
2016年７月31日
参加：17名
場所： ロワジールホテル

大垣

海部支部 知多支部
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福祉事業団体担当者・書記研修会
2016年7月15～16日
参加：28名
場所：山梨  鐘山温泉

役員・担当者研修会
2016年6月17～18日
参加：27名　場所：金沢・富山

労済地域行事 「チビッ子映画会」
2016年７月23日
参加：915名　場所：一宮市民会館

ぶどう狩り
2016年８月28日　参加：305名
場所：岡崎市駒立 マル京果園

春季全体会議
2016年６月13日　参加：45名
場所：アビタン大ホール

実務担当者・書記研修会
2016年６月17～18日　
参加：25名　場所：金沢方面

親子ボウリング大会
2016年８月７日　参加：42名
場所：スポルト名古屋

実務担当者・書記研修会
2016年６月３～４日　参加：21名
場所：横浜方面

書記担当者研修会
2016年6月3日　参加：40名　
場所：ヒルトン名古屋

他県交流
2016年6月15～16日
参加：14名　場所：静岡県労福協

県外労福協視察・研修
2016年7月21日　参加：18名
場所：中央労福協

第15回ファミリー映画会
2016年７月２日
参加：93家族　303名
場所：岡崎市せきれいホール

東三河支部

豊田支部

西三河支部

岡崎・額田支部

尾張東支部

尾張西支部
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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〜

2016年度の支部定期総会が、９
月９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・全労済愛知県本部・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。

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35回総会が、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44名の会
員が集い盛会に開催されました。

冒頭、片桐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、連合愛
知 土肥会長、東海労働金庫 度会理

事長、全労済愛知県本部 笠島本部
長、愛知県住宅生協 綱木代表清算
人、福祉基金協会 小林理事長から
ご挨拶をいただきました。

その後、議案審議に入り、2015
年度の活動報告および2016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。

また、５月の労福協総会で第39
回労働福祉功労賞を受賞されまし

た飯田和利氏はじめ４名の方が新
会員として紹介され、最後に、今年
米寿・喜寿を迎えられた７名の方に
記念品が贈呈されました。

なお、総会の前段の記念講演会に
は、愛知県県民生活部交通安全グ
ループの浅井健夫 氏をお招きし、

「ストップ・ザ・交通事故」をテーマ
にご講演をいただきました。

● 2016年度支部定期総会開催日程表 ●
支部名 日　時 会　場

西 三 河 9月14日（水）　18時00分 全労済刈谷会館
豊 田 10月 3日（月）　18時00分  カバハウス
名 古 屋 東 10月 3日（月）　18時00分 全労済愛知県本部アビタン
知 多 10月 5日（水）　18時30分   アイプラザ半田
岡 崎 ・ 額 田 10月 5日（水）　18時00分 岡崎市勤労文化センター
名 古 屋 南 10月 6日（木）　18時00分 東海労働金庫名古屋南支店
名 古 屋 金 山 10月 6日（木）　18時00分 東海労働金庫金山支店
尾 張 西 10月 7日（金）　18時30分 全労済一宮会館 
名 古 屋 中 10月11日（火）　18時00分 東海労働金庫本店
尾 張 北 10月11日（火）　18時30分    小牧勤労センター
名 古 屋 西 10月14日（金）　18時00分  名鉄会館
海 部 10月14日（金）　18時30分  津島市文化会館
名 古 屋 北 10月18日（火）　18時00分  三菱電機㈱爽明会館
東 三 河 10月21日（金）　18時30分 アイプラザ豊橋　
尾 張 東 10月26日（水）　18時00分  尾張旭市東部市民センター

ブロンズの会 「第35回総会」 が開催されました。

会長あいさつ 記念講演

2016年度の展示作品
（絵画４点）

◦杉浦　忠夫 様  …  ２点　「厳冬の浅間山」、 「鹿島の山里」
◦水野　晃作 様  …  ２点　「微笑」、 「愛犬ミルク」
◦武笠　英夫 様  …  １点　「兵庫県、 丹波紅葉、 高源寺」

愛

知

労

福

協

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。
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会　　期　平成29年1月17日(火）～1月22日(日）
会　　場　愛知県美術館ギャラリー
 （愛知芸術文化センター八階)
部門及び作品規格
●日本画　額装または軸装（岩彩、顔彩、水墨）
●洋　画　 額装（油彩、アクリル、水彩、パステル、版画）
●書　道　 額装または軸装

 （漢字、かな、近代詩文、大字書、篆刻）
●写　真　額装またはパネルの装丁

応募対象　県内の勤労者及び在住者
出 品 料　2,500円（一点につき）

第三十四回  愛知県勤労者美術展

各部門とも作品の大きさは問いません

出品作品を募集します

６月３日（金） 梅雨入り前の晴天に恵ま
れ、１支部が欠場となりましたが、18支
部・地区から90名が参加し、今年で15回目
を数える大会が開催されました。

会場は、昨年と同じく（社）日本グラウン
ド・ゴルフ協会認定コースとなっている東
海市「聚楽園グラウンドゴルフ場」です。

参加者の年齢は64歳から最高齢は98歳
で、１ラウンド16ホールを２ラウンド行
い、全員が無事に競技を終了することがで
きました。 結果は、団体の部が知多支部東
海地区友の会が優勝、個人の部は知多支部
半田地区友の会の竹内正之さんが優勝と
なりました。

第15回グラウンドゴルフ大会を開催

ろうきん家族の集い「アニメ上映会」
今年で35回目を数えますろうきん家族

の集い「アニメ上映会」は、名古屋市公会堂
での開催となりました。

開催日の７月30日（土）は曇り空で蒸し
暑い日となりましたが、599家族1,939人
の来場がありました。 また、会場のある鶴
舞公園が１週間前にポケモンの聖地となっ
たこともあり公園内は多くの人で終日賑
わっていました。

上映会では、映画「ミニオンズ」と上映前
の「ミルキーちゃんの歌とバル－ンショ－」
も予定通り行われ、多くの家族が楽しいひ
とときを過ごすことができました。

名古屋ブロック

来場のご家族

開会式

元気な子供たち

団体優勝の知多支部東海地区友の会チ－ム

ミルキーちゃんの歌とバルーンショー

熱心にプレイ中

子供さんへ記念品

個人優勝の竹内正之さん（右）

第三十四回  愛知県勤労者美術展
会　　期　平成29年1月17日(火）～1月22日(日）
会　　場　愛知県美術館ギャラリー
 （愛知芸術文化センター八階)
部門及び作品規格
●日本画　額装または軸装（岩彩、顔彩、水墨）
●洋　画　 額装（油彩、アクリル、水彩、パステル、版画）
●書　道　 額装または軸装

 （漢字、かな、近代詩文、大字書、篆刻）
●写　真　額装またはパネルの装丁

応募対象　県内の勤労者及び在住者
出 品 料　2,500円（一点につき）

各部門とも作品の大きさは問いません

出品作品を募集します

申し込み・問い合わせ
　〒450-0002　
　　名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
　　公益財団法人 愛知県労働協会
　　　　総務課 労働教育グループまで
　　　　TEL（052）485-7154
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連合平和行動は、平和への意識喚
起、核兵器廃絶、在日米軍基地の整理・
縮小と北方領土の早期返還等、恒久
平和実現をめざした取り組みを「沖
縄・広島・長崎・根室」の各地で実
施しています。

連合愛知は６月23日～24日にかけ
て、連合平和行動 in 沖縄に参加しま
した。

沖縄戦の「慰霊の日」にあたる６
月23日は、沖縄戦で失われた20数
万人の尊い命を慰霊する日にあたり、
構成組織や地方連合会からの参加者

が那覇市民会館に結集し、「恒
久平和の実現に向けて次世代
につなぐ新たな一歩を」をス
ローガンとする「平和オキナ
ワ集会」が開催されました。

式典では、戦争の悲惨さや
恒久平和を訴える一人語り部
から、広島へとつなぐピース
リレーや平和アピールを確認
しました。２日目は、ピース
フィールドワークでひめゆりの塔や
糸数アブチラガマなど見学と慰霊を
行った後、沖縄県庁前県民広場で開

かれた「在日米軍基地の整理・縮小」
「日米地位協定の抜本的見直し」を求
める集会とデモ行進に参加しました。

戦後71年を迎え「恒久平和の実現
に向けて核兵器廃絶への新たな一歩
を」をテーマに掲げて実施されました。

連合愛知からは、豊嶋副会長を団
長とする18名で参加しました。１日
目は、連合広島をはじめとするピー

スガイドの方々の協力を得て、
広島平和記念公園内にてピー
スウォークを行い、被爆地の
歴史と平和に対する被爆者の
思いについて見識を深めまし
た。その後、「恒久平和の実現
に向けて核兵器廃絶への新た
な一歩を」をテーマに開催さ
れた「連合2016平和ヒロシマ

集会」に参加し、集会では、５月に
被爆地を訪問したオバマ大統領と面
会した坪井氏による被爆体験証言や
高校生平和大使からのメッセージな
どにより、戦争の悲惨さや平和の尊
さについての訴えがされました。

２日目は、広島市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に参加し、核兵
器廃絶、恒久平和の実現のための取
り組みを広げていくことを参加者全
員で確認しました。

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「重点要望書」を策定していま
す。2016年度は、７月26日に愛知県、愛知労働局に対して、それ
ぞれ重点要望書を提出しました。

「恒久平和の実現に向けて核兵器廃
絶への新たな一歩を」をテーマに平
和行動 in 長崎が開催されました。連
合愛知からは、木戸副会長を団長と
する16名で参加しました。１日目は
「恒久平和の実現に向けて核兵器廃絶
への新たな一歩を」をテーマに連合
2016平和ナガサキ集会が開催され、
次世代への継承として被爆者からの
訴えと、高校生平和大使からは「ビリョ
クだけどムリョクじゃない！」をキー
メッセージに、今日まで継承されてき

た若者たちの平和の願いや、国連へ
訴える熱き思いが発表されました。

２日目の平和祈念式典では、長崎
市長が長崎平和宣言を読み上げ、核
兵器のない世界と平和の実現に向け
た取り組みが必要であることを参加
者全員で確認しました。

平和祈念式典終了後、連合長崎青
年・女性委員会のピースガイドによる
連合2016 PEACE WALKに参加しま
した。

恒久平和の実現に向けて次世代につなぐ新たな一歩を
「2016連合平和行動 in 沖縄」に参加しました

恒久平和の実現に向けて核兵器廃絶への新たな一歩を
「2016連合平和行動 in 広島」に参加しました

連合愛知の重点政策を要請！
『「2016～2017年  働くこと軸とする安心社会」 実現のための重点要望書』を行政へ提出

「2016連合平和行動 in 長崎」に参加しました

沖縄の平和行動に参加したみなさん

広島の平和行動に参加したみなさん

愛知県への要請行動　意見交換の様子

長崎の平和行動に参加したみなさん
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全労済愛知県本部（愛知県労働者共済生活協同組合）TEL：052-681-7741（平日9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始は除く） 
お問い合わせ先

～住宅ローンを組んだときの保障のままではありませんか？～

全国労働者共済生活協同組合連合会

全労済は、営利を目的としない保障の生協として共
済事業を営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある
暮らしをめざしています。出資金をお支払いいただい
て組合員になれば、各種共済をご利用いただけます。

住まいの備えは全労済の
住まいる共済で安心。

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。

火災保険・共済
　加入している保障の確認を！加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認加入している保障の確認
火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済
加入している保障の確認
火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済火災保険・共済

　住宅ローンの利用にあわせて、金融機関が加入を義務付ける火災保険・共済は、住宅ローンの残債を精
算する目的で、契約者ではなく金融機関に優先的に支払う仕組みになっています。保障額も融資相当額を
契約金額としている場合が少なくありません。また保障の対象は、建物のみとなっています。
　したがって、住宅ローン借入金額をそのまま保障額にするのではなく、頭金の分を含め、建物を再建で
きるように加入することが大切です。

持ち家にお住まいの方々へ

ポイン
ト

11 まずは、現在加入している住まいの保障のチェック＆検討を！まずは、現在加入している住まいの保障のチェック＆検討を！

ポイン
ト

22 ローンの完済と同時に住宅保障が切れてしまっている方は要注意！ローンの完済と同時に住宅保障が切れてしまっている方は要注意！

ポイン
ト

33 火災保障の見直しのタイミングは？火災保障の見直しのタイミングは？

保障額が昔の住宅水準（価額）のままではありませんか？ 現在の加入基準に見直しましょうQ1Q1Q1

住宅ローンの「借入額＝保障額」ではありませんか？ 生活を再建できる保障に見直しましょうQ2Q2Q2

ローン返済中 住宅ローンの返済を優先
万一のとき住宅ローン利用時に金融機関で加入した火災保険・共済は…

（返済は無くなっても頭金の保障が無いかも・・・！？）

ローンが完済したとき 契約によっては住宅の保障が終了してしまう

【引　越　し】　引越しにより所在地や物件用途（持ち家・賃貸）が変わったとき

【リフォーム】　住宅の増改築やリフォームをしたとき

【保障の満期】　ローンの完済時や保障の満期を迎えたとき …など

全労済の新火災共済は、再取得価額で損害を保障！
万一のとき、古くなった家も、新たに購入・修理することができる金額で保障します！
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シリーズNPO No.19

‘90年の入管法の改正時には、ブラジルからの移住者が大半を占めていた。その後、日本経済に有益
な知識・資格を持つ人の在留も認められ、中国やフィリピンの人たちも増えた。しかし、問題はその子
供たちの教育のこと。トルシーダは、言葉の壁のせいで学校に馴染めない子供たちを応援し、次代の国
際人を育てようというNPOだ。活動を始めてもうすぐ20年。代表の伊東浄江さんにお話を伺った。

多文化社会の明日を日本語で育む
特定非営利
活 動 法 人 トルシーダ

●外国に繋がる子供の居場所づくりから
　「当初、日系ブラジル人は2・3年の出
稼ぎ意識で来日した方ばかりでした。短
期なので、家族を本国から呼びよせても、
子供たちは学校にも行かず、言葉が分か
らないので居場所がない。せっかく多感
な少年期を日本で過ごすなら、学校へ行
くお手伝いをして、友達ができればと、
保見団地の集会室で寺子屋的に始めたの
が最初でした」。
　伊東さんは、結婚してすぐ、教員であ
るご主人の日本人学校派遣に同行し、イ
ンドネシア・ジャカルタ、スペインのマ
ドリッドと６年間ほど海外生活での苦労
がある。そうした中、スペイン語などを
身に着けていったこともトルシーダの活
動のきっかけになった。
●ここ20年ほどでますます多国籍化が進む
　今、日本の大きな課題は、少子高齢化。
政府は人口の急減をなんとかしようと、
最初は日系人とその二世・三世、さらに
中国や東南アジア圏での残留孤児の日系
人、さらに調理師などの専門職や技能・
資格を持つ人などへと、在留資格の枠を
拡大していった。
　「それで、ブラジル人だけでなく、中
国人、フィリピン人がさらに増え、ネパー
ル人、パキスタン人などもそれに加わっ
ていったのです」。
　そうした多国籍化が進むとともに、大
きく変わっていったのが、日本への定住者
の増加。かつては出稼ぎ意識が強かった

人たちも治安の良さなどが魅力で日本に
根をおろし、定住派・永住派が多数派を
占めるようになった。
　「一昨年までの５年間は、文科省の定
住外国人の就学支援事業がありました。
事業そのものは終了はしたのですが、現
場の実感としてはまだまだです。ブラジ
ルだけでなく、フィリピンからも中国か
らも西アジアからもたくさんの人が移住
する中、多文化共生の課題は価値観の違
いなど様々な形で残ってますね」。
●いろんな意味での「国際人」が育つ
　トルシーダの卒業生の中には、リーマ
ンショックの影響でブラジル人学校を
続けられなかったため、中学卒業認定試
験後に、公立高校進学を経て三重大の
工学部に行った子供がいる。また、学費
免除の奨学生となり、名古屋外大に進
み、イギリスへの留学試験も合格して、
スピーチコンテストで優勝したりした子
供もいる。
　「異文化の中で育つということは、も
のの見方も一面的でなく、様々な視点で
考えられるということ。日本が多国籍の
人たちを受け入れることの意味は、日本
人も外国人も多角的な発想のできる『国
際人』が育つというところにあるのでは
ないでしょうか」。
　産業文化センターで学ぶ多国籍の子供
たちのまなざしには、出身国の違いを超
えたコスモポリタンとしての輝きが感じ
られた。

日本語の活用形を会話で学ぶ高校生たち。
「どう？よく考えて答えてみてね」。

日本の文化への理解を深めるために
古民家を訪ねての体験学習も行う。

日本の大学生のボランティア
も研修の一環で参加していた。

教科科目別の学習はマンツーマンで。
数学を個人教授するボランティアの先生。

就学前の年少の子供たちには
プレスクールの授業がある。

小学校入学のための手引。実際には
トルシーダがきめ細かくサポートする。

とよたグローバルスクエアのすぐ横の会議室が駅前教室。
会議室入口の案内板も多言語対応。

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

代表理事の伊東浄江さん

■特定非営利活動法人トルシーダ
主な活動場所
愛知県豊田市保見ケ丘5-1
UR都市再生機構保見ケ丘第1、第2 集会所
TEL 090-6462-3867（代表）
MAIL torcidajpjp@yahoo.co.jp
H.P. http://torcida.jimdo.com

【日本語教室CSN】
＊保見団地教室/ 保見団地UR141 棟集会所
＊駅前教室/ 豊田産業文化センター3F

【中級日本語教室】
豊田市就労支援室
とよた市民活動センター

【みよしJSL】
みよし市学習交流センター

中・高校生の外国に繋がる子どもたちを対象とする
学習支援。日本語の会話には困らなくても、教科の
理解は案外困難です。一歩ずつ着実な理解は子供
たちには大きな喜び。一緒にお手伝いしてくださる
方を募集します。
場　　所：豊田市小坂町 1-25 産業文化センター３階
曜日・時間：土曜日・午前１０時～午後３時
　　　　　（半日の参加でも歓迎です）
※参加いただける場合は、事前に連絡をお願いします。

駅前土曜日教室では
ボランティアを募集しています

《寄付のお願い》
東海ろうきん NPO 寄付システム

＊月一口 100 円以上で 100 円単位。
＊お決め頂いた一定金額をあなたの
　東海ろうきん普通預金口座より
　毎月自動で振込みます。
＊振込み手数料は不要です。

◉お問い合わせ先
東海労働金庫豊田北支店

〒471-0063 豊田市京町
七丁目 22 番地５

 0120-690161

ただ今募集中

トルシーダは応援を意味するポルトガル語です。




