
愛知県福祉事業団体情報誌

愛知県労働者福祉協議会愛知県労働者福祉協議会

夏号2 0 1 7
Summer●2017

No.189

あいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいちあいち
イイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこ
探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊探檢隊

シリーズ

あいちあいちあいちあいちあいちあいち
イイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこイイとこ
探檢隊探檢隊探檢隊

シリーズシリーズ

⑥⑥⑥⑥⑥⑥

スターフォーレスト御園
東栄町森林体験交流センター（北設楽郡東栄町）

何も考えずにただぼーっと眺めて

素直に綺麗だなと感じるのが

いちばんの星の楽しみ方

なのではないでしょうか
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スターフォーレスト御園は、花祭りの里、東栄町の山奥にある町営の天文台。県下に星を楽しむ施設は数多くあるが、
天体観測をリアルに堪能するにはやはり夜。それも人里離れた空気の澄んだ山奥がいい。ここは、小さな子供もいる
家族づれから大学などの天文サークルまで、宿泊・合宿して心ゆくまで星と向き合える絶好の星見スポット。森の緑に
抱かれた宿泊型天文観測施設で、大きなドームに収まった 600 ミリ天体望遠鏡をはじめとする各種の望遠鏡で星を
一晩中眺める体験は、きっと素晴らしい夏休みの思い出になるに違いない。

◆県内唯一の宿泊型天文観測施設
ふもとの町から車でさらにつづら折

りの登り坂を行く。まだカーブの連続が
続くのかな、と思い初めた頃、ドームの
あるスターフォーレスト御園の本棟と
その前に拡がる芝生広場に行き当たる。

そこは標高650mの高地。野鳥のさえ
ずりと森のざわめきくらいしか聞こえ
ない。

ここスターフォーレスト御園は県下
でも有数の大型望遠鏡はじめ、さまざま
な種類の望遠鏡、プラネタリウムも備え
る本格的な天文台だ。
「ここは、宿泊型の天文観測施設。東栄

町直営の公開天文台です。他の公開天文
台では研究で使われるところも多いの
で、公開日が決められてしまいますが、
ここは全面的に公開。しかも宿泊もでき
るので、いつでも心ゆくまで星と対話で
きます」（藤田康仁さん）。

それにしても、町直営の施設で天文台
とは…。そこにはひとつの歴史があっ
た。

◆天文家、金子功氏の情熱を受け継ぐ
お話によると、金子功（1918～2009）

というひとりの天文家の存在が今のス
ターフォーレスト御園のそもそもの原点
だと言う。

同氏は戦後、1948年に豊橋で私設の向
山天文台を作って天文普及活動・教育を
進めて来た。1950年ごろから、ピンホー
ル式のプラネタリウムを自作し、施設用
の大型機だけでなく、理科室でよく見か
けた小型プラネタリウムも他に先駆けて
全国に販売している。理科教育振興法が
施行され、理科教育・自然科学に関心が高
まっていった頃がその時期に重なる。

その後、金子氏は1971年に向山天文台
にあった 主 力 望 遠 鏡「 ニュートン 式
30cm反射望遠鏡／木辺鏡」など多くの
機材を東栄町に寄贈（向山天文台は1973
年に閉鎖）。町内の中学校跡地に御園天文
科学センターを作り、東栄町に移り住ん
だ（1974年）。

やがて、林野庁の林業振興予算で中山
間地域の新たな魅力として星をテーマに

ということで予算が付き、1994年に今の
スターフォーレスト御園へと移転新築。
望遠鏡も大きく新しくなり、宿泊施設も
整った。

施設全体の名称が「東栄町森林体験交
流センター」となっているのも実はそう
いう事情がある。
「星の綺麗さでは長野の1000m超え

たところや沖縄の島嶼部にはかないま
せんが、金子氏の天文教育の遺志はここ
で受け継いでいかなければと思います」

（藤田さん）。まさに愛知県にこんなに素
晴らしいところがあるのも、金子氏の天
文教育にかける情熱があったればこそ
と言えよう。

◆人間の瞳7000個分の能力の望遠鏡
訪れる人は、やはり天体観測室ドーム

に収められた60cm口径の大型望遠鏡を
ぜひ覗いてみたいと思うはず。実際、観
測室に上がると、まずその大きさに圧倒
される。
「望遠鏡の性能は口径で表します。この

口径は人間の目玉の大きさに相当するん

夏の天の川に手が届く
愛知県でいちばん星に近い場所

スターフォーレスト御園
東栄町森林体験交流センター（北設楽郡東栄町）

同館の職員、藤田康仁さん。観測機器の使い方や
デジタルカメラでの天体写真の撮り方も教えてくれる。

金子功氏がかつて作ったものと同タ
イプのピンホールプラネタリウム。

アナログな重厚感のある調整卓。
操作を覚えるのは大変そうだ。

伝統的なカールツァイス型の投影機。
精密機器として洗練された機能美だ。
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視聴覚室には星の資料や機材がいろいろ。
いわゆる理科準備室といった雰囲気。

森の大自然の中でキャンプ料理と会話を楽しむバーベキュー場。
ここでは森の空気や季節の花の香りも何よりのご馳走になる。

ですね。私たちの瞳は頑張っても7mmま
でしか開きませんが、60cmの口径に
7mmの瞳を並べるとほぼ7000個。つま
り7000倍よく見えるという理屈です。

ただそれは拡大率とは違います。倍率
は接眼レンズを変えることで変わるの
で。この大きな望遠鏡では1200倍くらい
までが限界でしょうか。」（藤田さん）。

感覚としては、土星が月ぐらいに見え
るとか。自分の目で確かめるしかない。
「写真撮影の場合はちょっと事情が違

うのですが、カメラ好きの方には焦点距
離7200mmのレンズと言えば分かるで
しょうか。飛行機を撮る時に使う大きなレ
ンズが600mmですからね」（藤田さん）。

◆県下で最も小さな本格プラネタリウム
大きな望遠鏡のあとには、もうひとつ

の目玉、プラネタリウムを見せてもらう。
「名古屋市科学館のプラネタリウムの

ドームは直径30mですが、ここは直径6
ｍなんです。機械はコニカミノルタMS6。
カールツァイスの機械を受け継いだ伝統
的なタイプです」（藤田さん）。

なるほど、名古屋市科学館の旧のプラ
ネタリウムを知る人にはなんだかホッ
とする懐かしい形だ。操作系も最近のデ
ジタル制御とは違い、制御卓にたくさん
のツマミが並ぶアナログ制御。時代を感
じる。

「こじんまりしていて、お客さんとの
距離も近いので、私の解説の間にもみな
さん声かけてくれます。コンピューター
の自動音声は使っていませんから、ツッ
コミ入れていただいてもOKですよ」（藤
田さん）。

◆昼は森の自然、夜は星という醍醐味
ここはスターフォーレスト御園をメ

インとした森林体験の場でもある。日帰
り利用も可能だが、せっかくだから、1・2
泊して森林体験も含めて自然を味わっ
てみたい。

昼間はバードウォッチングやパターゴ
ルフを楽しみ、午後はプラネタリウムで
今夜の星空の予習。その後は家族や仲間
と森の自然の中でBBQ。ひと風呂浴びて、
大型望遠鏡での観望会に参加。あとは、芝
生広場から惑星などを観察したり、芝生
に寝転がって星座や流星を観察したりで
夜の森の中での夜更かしもいい。
「7～9月は天の川が見ごろです。また、

７月末のみずがめ座δ（デルタ）流星群、
８月中旬のペルセウス座流星群をはじ
め、比較的条件のいい流星群が順に見ご
ろを迎えます」（藤田さん）。

＊　　　　＊　　　　＊
ふだん都会に暮らすあなたも、たまに

は、下界の何もかもを忘れ、こうして森や星
と対話する時間を過ごしてみてはいかが？

夏は何と言っても天の川の美しい季節。
壮大なロマンを感じる。

オリオン座の三ツ星近傍にある散光星雲 M42 とその周辺。 オリオン座の三ツ星の東端の馬頭星雲（暗黒星雲）。

おうし座の散開星団、プレアデス星団 M45。和名はすばる。
こちらはプラネタリウムの映像。
天体ショーの続きは今夜芝生からのリアルな星空で。

撮った写真のデータに幾度も処理を重ねていって
初めて像が浮かび上がる。

〒449-0201愛知県北設楽郡東栄町
　　　　　　　大字御園字野地91-1
http://www.town.toei.aichi.jp/
koukyou/?p=1548
TEL：0536-76-0687
FAX：0536-76-0686

★開館時間／ 9:00〜 17:00
　　　　　　17:00以降は宿泊者のみ

★休館日／春夏冬休みとGWを除く水曜日
　および年末年始（12月29日〜1月3日）

★宿泊利用料／
　◎本館内各室＝
　　大人3,150円・小人2,100円（小中学生）
　◎バンガロー＝12,600円／棟
　※冬季（�10月〜3月は別途暖房費100円／人

が必要です）

★宿泊予約期間／ 6か月前〜1週間前

★食事（要予約）／朝・昼食600円／人・
　　　　　　　　夕食1,000円／人

★観望会（60cm望遠鏡）／320円 /人

★プラネタリウム／ 320円 /人
　※観望会・プラネタリウムは小学生以上

★機材貸出／望遠鏡＝520円〜2100円・
　　　　　　�双眼鏡＝210円（各1台）

★バーベキュー場／使用料500円（鉄板
　�または網の貸出を含む）・炭1.5kg500
円・薪一束 300円ほか調理セットな
ど各有料
　※日帰り利用の枠もあります。

★交通アクセス／
　＊東名高速道路�豊川ICより車で2時間。
　＊新東名高速道路�新城 ICより車で
　　1時間20分。
　＊三遠南信道路�鳳来峡より車で50分。
　＊JR飯田線「東栄」駅よりバスで1時間。
　＊東栄タクシー有限会社（要事前連絡）
　　TEL：0536-79-3405
　※バスについてはお問合せください。

東栄町森林体験交流センター
スターフォーレスト御園
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名古屋南支部
第5回支部ツアー
2017年4月15日～17日
参加：20名
場所： 熊本・天草方面

2017年春季会員全体会議
2017年5月11日　参加：41名
場所：アビタン2階大会議室

金山支部

名古屋北支部

名古屋中支部

春季全体会議
2017年4月28日　参加：49名
場所：ろうきん金山支店3F会議室

第35回ソフトボール大会及び地域清掃活動
2017年4月16日　参加：89名
場所：三菱電機（株）守山グランド

春季会員全体会議
2017年4月5日　参加：41名
場所： 東海労働金庫本店6階 別館 第8・9会議室

第21回（家族）ボウリング大会
2017年5月27日　参加：48名
場所：スポルト名古屋

半田雁宿公園4/2

知多支部
知多支部第36回写生大会
2017年4月2日～30日　参加：592作品(大府市開催除く)　場所：知多地域5市5町指定場所

南知多ビーチランド4/8

豊田支部
2017年労福協豊田支部会員代表者会議
2017年5月17日～18日　参加：42名
場所：南知多温泉　花乃丸

名古屋東支部

名古屋西支部

ソフトボール大会
2017年5月20日
参加：182名　場所：新宝緑地運動公園

実務担当者研修会
2017年5月19日　参加：30名
場所：徳川園

第31回ソフトボール大会
2017年5月27日　参加：170名（10チーム）
場所：みずとぴあ庄内

東浦於大公園4/15
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     優勝　三菱電機エンジニアリングユニオン稲沢支部

決勝戦
三菱電機エンジ
ニアリングユニ
オン稲沢支部　
VS 三菱電機ロ
ジスティクス労
組

優勝　豊田自動織機労組チーム

愛
知
労
福
協

尾張東支部

岡崎額田支部

第35回ソフトボール大会
2017年4月16日
参加：130名
場所： 東芝ライフスタイル㈱

グラウンド

第31回働く者の「青空フェスタ」
2017年5月14日
参加：680名（183家族）
場所：くらがり渓谷

尾張北支部

海部支部

西三河支部

ろうきん地域行事「ボウリング大会」
2017年3月29日　参加：84名（28チーム）
場所：小牧コロナキャットボウル

第20回写生大会
2017年4月22日～5月5日　参加：606名
場所：津島市天王川公園

ファミリー汐干狩
2017年4月16日　参加：2,299名
場所：西幡豆　鳥羽海岸

支部ソフトボール大会
2017年5月20日　参加：195名（13チーム）
場所：小牧村中運動場

第40回卓球大会
2017年5月21日　参加：94名
場所：愛西市佐織体育館

第29回ソフトボール大会
2017年5月21日　参加：177名
場所：デンソー西尾製作所グランド

優勝　豊田自動織機労組チーム

東三河支部
環境活動ボランティア　海岸清掃
2017年5月28日　参加：18名
場所：蒲郡市竹島海岸

尾張西支部
第34回愛知労福協尾張西支部
ソフトボール大会
2017年5月20日　
参加：146名（10チーム）
場所： 豊田合成㈱総合グランド

第16回愛知労福協尾張西支部チャリティーゴルフ大会
2017年6月1日　参加： 60名
場所： ベルフラワーカントリー倶楽部

決勝戦



愛知労福協第49回通常総会を開催
～「連帯と共同でつくる安心・共生の福祉社会の実現」を目指して～

めていくことを確認しました。
なお、本総会には中国江蘇省総工会第17次友好訪日代

表団の一行6名が駆けつけてくださり、団長のご挨拶、記
念品の交換等例年にない総会風景となりました。

また、本年度は役員の改選期ではありませんが、本年3
月31日をもちまして、副事務局長の加藤秀晃氏が出向元
との雇用契約満了を迎えられ退任されました。これまで
のご尽力に感謝申し上げます。

愛知労福協は、5月26日に全労済愛知県本部の「アビタ
ン大ホール」において、第49回通常総会を開催し、2017
年度の活動方針についてご承認をいただき、新たな活動
をスタートしました。

総会では、労福協が目指す「共生社会の実現」に向け、地
域における自主福祉活動を通じた勤労者の連帯・連携強
化や労金・全労済・福祉基金協会および会員組合が協働し
て行うセーフティーネットの拡充による生涯福祉サポー
ト体制の充実など、5項目の推進活動を柱に取り組みを進

◆ 2017年度推進活動の5つの柱 ◆
1. 福祉事業団体の基盤強化及び生涯福祉サポート体制の充実
2. 組織拡大・支部活動の活性化と強化
3. 中小企業・未組織勤労者の福祉施策の充実
4. 活動推進の基盤整備と強化・充実
5. 国際交流・社会貢献ならびに社会連帯活動の推進

■ 会　　　長 …  畑　 慎一（UAゼンセン愛知県支部）
■ 副　会　長 … 清水 貞雄（自治労愛知県本部）
■ 副　会　長 … 板垣 　隆（JP労組）
■ 副　会　長 … 棚橋 孝二（東海労働金庫）
■ 副　会　長 … 笠島 邦夫（全労済愛知県本部）
■ 副　会　長 … 綱木 富夫（愛知県労働者福祉基金協会）
■ 常 任 顧 問 … 土肥 和則（連合愛知）
■ 事 務 局 長 … 小林 　宏（専従）
■ 副事務局長 … 中谷 晴隆（専従）

● 2017年度 役員体制（三役） ●

「連合愛知第10次・愛知労福協第15次友好訪中代表団」を派遣

愛知労福協は連合愛知とともに、中国江蘇省総工会と
の労働文化交流協定に基づき、連合愛知第10次・愛知労
福協第15次友好訪中代表団を派遣しました。愛知労福協
からは小林事務局長（秘書長）始め3名が参加し、蘇州市、
南京市、海南島、上海市などを訪問し、各市総工会の熱烈
歓迎を受ける中で友好交流を深めてまいりました。

南京市での表敬訪問・歓迎宴では、曹海副主席をはじめ
江蘇省総工会の幹部に加え、産別交流先の公務員・鉄道・電
信の各組合代表者も出席し、熱烈歓迎を受けました。意見
交換では、これまでの交流経過を振り返りつつ、日中間に
おいて、いくつかの課題を抱えているからこそ、民間レベ
ルでの友好交流が大切だということを確認し合いました。

また、日本側から、刑春寧主席を団長とする第18次訪
日代表団を派遣するよう、要請しました。

今回の訪問地「海南島」は中国最南端（北緯18度、面積
は九州とほぼ同じ、上海から航空機で3時間）で辺境の地
ですが、東南アジア諸国とも接しており、中国政府の「一
帯一路」政策の要となる地域です。島の中心「海口」には高
層ビルが林立し、島内を巡る新幹線・高速道路のネット
ワークも整備されており、政府中心の開発が進められて
いるのが印象的でした。

団 構 成 氏　名 推薦団体
団 長 持 田　和 之 連合愛知 / 副会長
副 団 長 牧 田　辰 夫 連合愛知 / 副会長
団員（事務局） 坂 田　有 紀 連合愛知 / 福祉政策局長・男女平等局長
秘 書 長 小 林　 　宏 愛知労福協 / 事務局長
団 員 棚 橋　孝 二 愛知労福協 / 副会長
団 員 中 島　 　孝 愛知労福協 / 監査

◆ 連合愛知第10次・愛知労福協第15次友好訪中代表団 ◆

（敬称略）

期　間：6月4日～6月10日（7日間）
訪問地：蘇州～南京～海南島～上海

6

愛

知

労

福

協

曹海副主席と訪中代表団

歓迎宴での記念品交換
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● 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

労働法講座Ⅱ ～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～
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。

９／5（火） 18:45～20:45

９／８（金） 18:45～20:45 あらゆる労働者が能力を発揮できる職場環境整備のために
９／20（水）18:45～20:45
９／25（月）18:45～20:45 給与・賞与・退職金など賃金をめぐる法的トラブルとその未然防止策
９／28（木）18:45～20:45 ＜徹底検証＞「同一労働同一賃金」実現に向けての疑問と課題

労働契約終了をめぐる法的諸問題とトラブル回避の重要ポイント

労働時間管理をめぐる今日的課題と企業が取るべき実務対応

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。
９／  5（火） 18:45～20:45
９／  ８（金） 18:45～20:45 あらゆる労働者が能力を発揮できる職場環境整備のために
９／20（水） 18:45～20:45
９／25（月） 18:45～20:45 給与・賞与・退職金など賃金をめぐる法的トラブルとその未然防止策
９／28（木） 18:45～20:45 ＜徹底検証＞「同一労働同一賃金」実現に向けての疑問と課題

労働契約終了をめぐる法的諸問題とトラブル回避の重要ポイント

労働時間管理をめぐる今日的課題と企業が取るべき実務対応

場　所　ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 名古屋市中村区名駅４丁目４-３８　受講料　13,000円（5日間・税込）

〒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

申し込み･問い合わせ

９／  ８（金）
９／20（水）
９／25（月）
９／28（木）

申し込み･問い合わせ

労働法講座Ⅱ
～受講者募集のお知らせ～

ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 
名古屋市中村区名駅４丁目４-３８
13,000円（5日間・税込）

場　所

受講料

第40回労働福祉功労賞受賞者を表彰

最後に、特別公演とし
て、団員がすべてホーム
レス経験者という生笑一
座︵いきわらいちざ）によ
る「生きてさえいればい
つか笑える日が来る」が
披露されました。

本研究集会において、労働者福祉運動の柱のひとつで
ある「共助の拡大」を様々なネットワークを通じて、地域
で実践し拡大するためには何ができるかを考察し、今後
の政策提言、運動につなげていくことを確認しました。

中央労福協「全国研究集会」が6月5日～6日の両日、横
浜市のワークピア横浜において300名を超える参加者を
集めて開催されました。今回は、「どうする日本の貧困問
題!求められる地域の役割とは?」をテーマに、初日は、前
内閣官房地方創生総括官の山崎史郎氏および放送大学副
学長の宮本みち子氏による講演が行われました。

2日目は特別報告として、認定NPO法人フードバンク
ふじのくに事務局次長の鈴木和樹氏による「様々な協働
によるフードバンク活動の推進」および茨城保健生活協
同組合理事の岡部佳代子氏による「にこにこ食堂」の取り
組みが報告されました。

中央労福協「全国研究集会」が開催されました

愛知労福協第49回通常総会において、第40回労働福祉功労賞受賞者の表
彰式が行われ、永年に亘り労働者福祉運動に顕著な功績のあった方に、労福
協から表彰状・ブロンズ像・バッチ等を、愛知県からは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188名の方々が顕彰されました。

4月7日（金）午後2時から、れあろ6階大会議室で開催
しました。総会では三木会長のあいさつに続いて県労福
協より畑会長、各福祉事業団体の代表者のみなさまから
お祝いのごあいさつを頂きました。2017年度の活動方
針案、予算案ともに承認され、今期も会員拡大、社会貢献、

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。また、総会後の講演では、社会医療
法人「宏潤会」大同病院総合内科主任部長の小鹿幸生様か
ら「若々しく老いるために」という演題の講義を受けまし
た。

第11回定期総会を開催

三木会長挨拶 総会代議員のみなさん 講演中の小鹿講師

氏　名 経　　歴

戌亥　昌郎　氏 愛知労福協尾張西支部支部長、
全労済愛知県本部理事など

◆ 第40回労働福祉功労賞受賞者 ◆
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連合愛知は４月22日㈯、名古屋市
久屋大通公園久屋広場において、第
88回愛知県中央メーデー＆2017名
古屋地協メーデーフェスティバルを、
同一日同一会場で開催し、約2,800
名が参加しました。

式典前のオープニングでは、東海
熊本県人会による熊本民謡（牛深ハ
イヤ節、おてもやん）の踊りで飾っ
た後、連合熊本 熊本地協 森岡事務
局長による熊本の現状及び復興状況
報告を受けました。

式典冒頭、土肥実行委員長から「東
日本大震災から６年、熊本地震から
１年が経過し、これら震災を風化さ
せず、日頃からの備えとともに、連
合愛知としては、被災地に寄り添い
活動を進めていきます。

メーデーは統一的にその時々の情
勢にあった政策要求を世論喚起し国
際連帯を示す日です。“働き方改革実
現会議”での“働き方改革実行計画”
において労働時間における時間外労
働規制の導入が合意されたことは、
労働法制における大きな一歩で、法
制化に向けて論議が進められます。

働き方改革とは、一人ひとりが働
きがいを感じながら、セーフティー

ネットが張られた
中で働き続けるこ
とができる安心社
会であり、連合愛
知は、「長時間労働
是正」街頭アンケー
トの実施など、世
論形成し「働き方
改革実行計画」を
実効性あるものと
するため、連合愛
知54万人が一丸と
なって「働くこと軸とする安心社会」
を築くため役割を果たしていきます。

2017春季生活闘争では、現時点で
昨年から進めてきた“大手準拠・大
手追従からの脱却”をめざす取り組
みが成果を上げてきており、今、取
り組みを強化している中小労組に対
し連合としての役割を果たし、公務・
公共サービス部門の処遇改善に繋げ
ていかなくてはなりません。連合愛
知は、地域別最低賃金や特定最低賃
金に取り組み、すべての労働者の処
遇改善に向け社会的責任を果たして
いきます。

労働運動は、足元の現状を踏まえ、
何をすべきか、何を守るか、何を変
えるかを示し、運動を進めることが
重要で、連合愛知もこの基本的な考
えをもって運動を展開します。

本メーデーを機会に、再度、“災害
における防災・減災”“働き方”“ワー
ク・ライフ・バランス”“地域社会と
の共生”さらには“将来の日本のた
めに、そして将来を背負う子どもた
ちのために、今の私たちが何をすべ
きか”等、家庭で話して頂くことを
お願いします。

スローガン『長時間労働の撲滅
ディーセント・ワークの実現　今こ
そ　底上げ、底支え格差是正の実現
を！～誰もが安心し働きつづけられ
る社会をめざそう！～』を実現する
ために、共にがんばりましょう。」
とあいさつされ、続いて来賓として
木暮愛知労働局、大村愛知県知事、
大塚民進党愛知県連代表があいさつ
されました。

特別報告では、私鉄総連名古屋鉄
道労働組合　南谷さんから「仕事と
育児の両立」について、運輸労連ヤ
マト運輸労働組合　要さんから「仕
事と介護の両立」について、訴えら
れました。

続いて、メーデーアピール（案）
を、大久保彰副実行委員長が読み上
げ、参加者全員により採択されまし
た。最後に東山副実行委員長より、
式典に続いて開催される名古屋地協
メーデーフェスティバルが案内され
式典を終了しました。

また、栄周辺での街宣活動では、「長
時間労働是正」街頭アンケートを行
いました。

連合愛知青年委員会は、5月27日
㈯、ANAクラウンプラザホテルグラ
ンコート名古屋において「2017ふ
れあいフェスティバル」を開催しま
した。

このふれあいフェスティバルは、
若年層組合員の組織の枠を越えた交
流の場の提供、連合愛知活動の理解
と参加促進などを目的に開催してい
ます。

本年度は、構成組織・加盟組合か
ら164名の参加を頂きました。

ふれあいフェスティバルは、毎週
金曜18：20から放送中の連合愛知ラ
ジオ番組「ENJOY WORKING!!」
のZIP-FMナビゲーター白井奈津氏
による司会でスタートし、連合愛知

を代表し、山本副事務局長のあいさ
つ、中塚青年委員長のあいさつと青
年委員会活動紹介によりスタートし
ました。

参加者のみなさまは、自己紹介ア
イスブレークゲームにより緊張もほ
ぐれ、楽しく笑顔で談笑する姿が見

られました。
グループで協力し、参加型○×

ゲーム・パスタ＆マシュマロタワー
では、用意された豪華賞品の獲得に
向け、グループが一体となり、会場
は若年層組合員の熱気で大いに盛り
上がりました。

労働者の国際連帯　第88回愛知県中央メーデーを開催！！

連合愛知「2017ふれあいフェスティバル」を開催

あいさつに立つ土肥実行委員長

長時間労働是正フォトメッセージ

2017ふれあいフェスティバル
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ライフプランセミナーププ
東海ろうきんの

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩
老齢厚生年金 １２０万円

老齢基礎年金（国民年金） ７８万円

加給年金 ３９万円

６５歳 夫死亡

６５歳

夫

妻
20 万／月

23 万／月

老齢基礎年金 ７８万円

遺族厚生年金９０万円

14 万／月

遺族年金
＋妻の年金

夫婦の年金月額

夫婦の公的年金のしくみ（年金額は現在受給の方のモデル額）

◆ A夫さん夫婦の 「遺族年金」を含めた夫 85歳、妻 90歳の期間で年金額を計算してみましょう。

現在、40年お勤めのサラリーマンのモデル
夫婦の年金額は、夫婦共に 65歳から月額
22万～23万円程度です。また、公的年金
は老齢以外に障害、遺族の年金があります。

などの対応が考えられますが、やはり計画的な準備が必要ですね！
そして、これからのライフプランを考えるにあたり、生涯設計の「3大資金」である結婚資金、住宅資金、
教育資金、そして老後資金を踏まえて、結婚、出産、子供の進学、住宅購入、車の購入、旅行、定年退職日等々
のイベントを予測してください。

◎ただし、公的年金は 2014 年の「財政検証」の結果、約30年かけて実質 20％以上削減される事が決まっています。
　よって、6,750 万円× 80％＝約 5,400 万円

① 在職中の積立て（給与天引） ⇒長期で積立てる
② 退職金・企業年金の活用（年金受給） ⇒制度の仕組みを知る
③ 65 歳以降の給与収入 ⇒（例）100 万円／年×5年＝ 500 万円
④ 配偶者の収入（妻も厚生年金で働く） ⇒夫婦の年金額を上げる
⑤ 節約（生活費の見直し） ⇒マネープランの設計

「セカンドライフの必要生活費総額（8,500 万円）」と「年金受給総額」から不足額を計算すると
になります。

この　　　　　　　　　　 　の

資金準備のためには、

夫 妻 夫婦月額
A. 夫 65 歳～ 67 歳
    237 万円× 3 年＝ 711 万円 20 万円

B. 夫 68 歳～ 84 歳
    198 万円× 17 年＝ 3,366 万円  〈加給年金が減る〉

C. 妻 65 歳～ 81 歳（国民年金）
    78 万円× 17 年＝ 1,326 万円 23 万円

D. 妻 82 歳～ 89 歳（遺族年金）
    168 万円× 8 年＝ 1,344 万円 14 万円

総合計　A ＋ B ＋ C ＋ D ＝ 6,747 万円
　ご夫婦の年金受給総額は現在の額で計算すると約6,750万円になります。

モデル夫婦：
　A 夫 40歳で厚生年金 40年加入、
　妻は国民年金 40年加入

8,500 万円 － 5,400 万円 ＝ 約 3,100 万円

約3,100万円
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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

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。

近年、自転車事故で相手を死傷させた場合に高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいます。
これに伴い名古屋市では2017年10月1日以降、自転車利用者及び自転車を利用する未成年の
保護者は自転車損害賠償保険等（※）に加入することが義務付けされました。

まずは保険共済に加入をしているか確認し、義務化に備えましょう。

【実際の事例】
男子小学生が夜間に自転車で帰宅途中、女性に気づかず正面衝突し頭を強打。被害女性は事故の影響
で意識不明の状態が続いている。神戸地裁は少年の母親に対し「監督義務を果たしていない」という
ことで約9,500万円という高額賠償を命じた。（平成25年7月判決）

※自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る
損害を填補することを約する保険又は共済をいいます

2017年 10月 1日より名古屋市では
自転車損害賠償保険等の加入が義務化されます。

自転車損害賠償保障に
加入していますか？

詳しくは全労済までお問い合わせください。

全労済では万一の損害賠償に加え、ご自身のけがにも対応できる

があります。

個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済・個人賠償責任共済・終身生命共済・個人長期生命共済

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。すでに組合員は全国で1,390万人。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。
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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　年末年始を除く

http://www.heartfulcenter.jp/

こんな状況に 
なったら注意！！

チョーキング
白い粉が
つく

チョーキング
白い粉が
つく

コーキング
の切れ
コーキング
の切れ

住 宅 事 業 部
ハートフル事業部

0120-682-851
0120-101-810

会　　場

募集人数

参加条件

会　費

東京第一ホテル錦

男性・女性
各１８名

男性6,0００円
女性4,0００円

男性 （独身） 28～40歳くらい
※次の労働組合のある企業勤務の方
瀬戸市・尾張旭市・長久手市
・日進市・東郷町・豊明市

※男性は連合愛知尾張東地協にて募集

女性 （独身） 28～40歳くらい 集合
解散場所募集人数

参加条件

会　費男性・女性
各１８名

男性8,5００円
女性7,0００円

金山総合駅
南口

男性（独身） 26～38歳くらい
（労働組合のある企業勤務の方）
女性（独身） 26～38歳くらい

男性（独身） 34～48歳くらい
（労働組合のある企業勤務の方）
女性（独身） 34～48歳くらい

※基金協会よりお一人様２,０００円が参加費に充当されています。
〔旅行企画・実施〕碧海観光サービス株式会社

2017年 9月２4日 2017年 2017年１０月２2日 １０月２9日日 日日

＊ハートフルバスツアー＊  助成金付＊ハートフルパーティー＊

出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー出会いパーティー

飛騨高山さるぼぼ手作り体験 ＆
郡上八幡フォトラリー
（ホテルアソシア高山リゾートでのランチバイキング付）

◆介護保険対象のリフォームとは…
自立支援や介護を助けるための住宅改修工事に
対して、要介護・要支援認定の介護保険負担割合
に応じた改修費用が18万円を上限に支給され
ます。また、地域によって介護保険制度以外に、
自治体独自の助成制度があります。

 例）  高齢者住宅改修助成制度
  障害者住宅改修助成制度

いずれも、事前の申請が必要です。詳しくは、
お住まいの地域の福祉課または高齢者相談窓口
にご確認ください。

●手すりの取付け

●段差の解消

●床材の変更（滑り防止・移動の円滑化）

●扉の取替え（開き戸→引き戸）

●便器の取替え（和式→洋式）

●上記に付帯して必要となる住宅改修 トイレ
車イス対応
トイレ

車イス対応

浴槽周りの
手すり

浴槽周りの
手すり

今まで何でもなかった床と床を結ぶ敷居等のわずかな段差も、転倒やケガの大きな原因に
なります。高齢者や身障者の移動を円滑にするためにも、床段差の解消や廊下・階段
の手すりの取付け等で、住み慣れた我が家の安全性を高めましょう。
介護する側と介護される側の両面で、カラダとココロに優しい住まいづくりを考えます。

快適に
住まう
快適に
住まう 介護リフォーム介護リフォーム お家をもっと安全・快適に…

9月 10月

対象となる工事
リフォーム例

ハートフルセンターの生活お得情報

リフォーム
  キャンペーン！
リフォームリフォームリフォームリフォームリフォーム
  キャンペーン！
リフォーム
  キャンペーン！

期間中にご契約いただいた方の中から

2017年　

4月1日～12月31日

抽選で旅行券・クオカードをプレゼント！！

開催
期間

※契約金が30万円以上の工事に限らせていただきます

特賞（2本）
10万円分の旅行券
2等（5本）

1万円分のクオカード
3等（10本）

5千円分のクオカード

ャンス！

今
がチ

ンスンスン

る
当た

特賞特賞

新基金協会新基金協会
キックオフ企画
新基金協会
キックオフ企画

新基金協会新基金協会
キックオフ企画
新基金協会
キックオフ企画

※その他条件は、当社の定める旅行業約款による他、
　別途お渡しする旅行書面によります。
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シリーズNPO No.22

いま、心の病にかかる人がかなりある。いったんそうした障がいを負うと、引きこもってしまったり、
人間関係がうまくいかず仕事や社会から遠ざかりがちになる。津島市駅前の商店街の一角にあるふ
れあいショップ ダンケはその対策として、心の病を負う人の社会復帰へ向けての最初の1歩を手
助けするNPO。民間の“福祉ショップ+情報交換＆談話サロン”の活動が地道に続けられている。

まずは、ここでの初めの 1歩をきっかけに

ふれあいショップ ダンケ
NPO 法人 共生会 地域障害者活動支援センター

◆原点はコバベ師の活動に
　2000 年 10 月に NPOとなった共生
会の中心的活動ふれあいショップ ダン
ケ。その最初のきっかけは 1966 年に
遡る。
　「当時、祖父江町にドイツ人宣教師コ
バベ師一家が移り住んだんです。近く
に重度身体障がい者の施設があり、彼
の知人がその施設にいました。でも、
面会に行っても一緒に施設外へ出るの
は難しい状況でした。
　それから25年ほどして私が教会牧師
として赴任。敷地の草むしりの申し出
から始まり、ガラス掃除、車椅子での
散歩のお手伝いと、関係が深まりまし
た。以来、町の人たちとも一緒にその
施設のボランティアをやるようになっ
たんです」（犬飼三郎理事）。
◆中心市街地活性化事業の第一号に
　 「ふれあいショップ ダンケ」は、こ
うした共生会でのボランティア活動が
認められ、中心市街地活性化事業の１号
店として始まった。
　「NPO になったばかりの共生会に、
空き店舗を活用し、福祉と教育をそこ
でミックスさせるというプランが国か
ら来ているので、何かやりませんかと
いうことでした。」（犬飼理事）。
　そうして、津島市と商工会議所と共
生会の協働で、以前は理髪店だった場
所を借り受け、この小さな民間レベル
での福祉拠点が実現することとなった。

◆「ダンケ」から「リーベ」そして社会へ
　ここでの狙いは、障がい者就労継続
支援A型・B型の条件に達しない人が、
まず社会への 1歩を踏み出すこと。取
材時、店内では、引きこもり状態から
1歩を踏み出した人が数人、手作業を
していた。お喋りに夢中な人もいるし、
黙々と作業に集中する人もいる。
　「ここはそれぞれ思い思いに過ごして
いいんです。作業効率よりも、ここに来
て仲間と話すことが大事ですから。慣れ
たら次は仕事に集中できる作業場『リー
ベ』に移り、そこで就労継続型支援のA
型・B型への応募に備えていただくとい
う流れです」（犬飼理事）。
◆制度を超えて自身の思いで病を克服
　うつ、ADHD（多動性障がい）、統合
失調症などの人は、同じような障がいの
人と交流・会話、時には喧嘩することで
社会性を獲得できるのだそうだ（ピアカ
ウンセリング）。
　「ダンケ」では、長くうつだった人が、
こうした回復プログラムを経て病を克服
し、今はある会社の社長の右腕に、とい
う例もある。
　就労支援のために、細分化された制度
が病名や等級を決めることの良し悪しは
ともかく、社会に出るその1歩は誰のも
のでもない。本人の意思次第なはずだ。
もしあなたが心の病で悩んでいるのな
ら、「ダンケ」の活動を一度見学してみ
てほしい。

ダンケの店内には陶芸品、手芸品、など近隣のサークル等からの手作りの委託品も
いろいろ。手作りパンなどもなどもあり、店内でコーヒー（200 円）もいただける。

作業を手伝う稲垣さん。お話し
ながらの作業もここでは OK。

名古屋音楽大学音楽療法科の皆さんによる
ライブ演奏。ダンケの 1 階奥をステージに。

教会の関係者のご縁でドイツからの留学生の皆さんとも交流。
音楽と手作りのドイツ菓子の味は人と人の間の壁も越える。

ダンケは津島駅からはほんの 2・3 分。「ふれあい」を売る
お店とあって高校生によるパソコン塾なども開かれる。

■ NPO法人 共生会
　  地域障害者支援センター
ふれあいショップ ダンケ
〒496-0807 津島市天王通り6 丁目9 番地
TEL・FAX. 0567(23)5732
MAIL. info@f-danke.org

《寄付のお願い》
東海ろうきん NPO 寄付システム

＊毎月一口 100 円以上 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
　東海労働金庫津島支店
 　　〒496-0817　津島市北町75番地の1

　  0120-69-0157

参加者募集中

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

ダンケの店舗の管理責任者 稲垣絹子さん（左）
と共生会の理事の犬飼三郎さん（右）。
犬飼さんは相談支援専門員の資格も持つ。

「よりよい人間関係講座」
 生涯学習の一環としてカウンセリングによる
人間関係のあり方について学んでみませんか
◆会場：津島市北校区コミュニティハウス
　　　　　（津島市文化会館駐車場敷地内）
◆講師：日本カウンセリング学会会員 犬飼三郎
　　　　当会スタッフ
◆受講日：原則毎週第 3 木曜・10：00 ～ 11：30
◆費用：入会金／ 500 円（初回のみ）
　　　　体験学習 1 回 /500 円
　受講料： 1 期 4 か月 2,000 円（9・10・11・12 月）
　　　　　2 期 3 か月 1,500 円 （1・2・3 月）
　　　　　3 期 3 か月 1,500 円 （4・6・7 月）
　　　　※受講料は全額一括・各月払いで
　　　　　 受付でお支払いいただきます。　
　　　　※受講随時・体験受講可能
◆対象：18 歳以上の方
◆お申込み方法：ダンケ連絡先
　　 　　　　　TEL.0567（23）5732 まで
　　 　　　　 直接電話でお申込みください。
◆その他：乳幼児の同伴はご遠慮ください。
　　　　学習中の録音はできません。




