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セントレア空港で乗降客の送迎・VIPサービスを行う「ブルーチップエアポートサービス」という会社がある。しかし、同社は20年
前に起こった9.11のテロをきっかけに、その“空の仕事”から “地に足のついた仕事” へと旗艦事業を大転換。まったくゼロから
のイチゴ園のハウス栽培から始まって、国家戦略特区の制度に挑んでのレストラン、農園でのブドウ栽培・ワイナリーの造営まで
と目覚ましい発展を遂げる。そのビジョンの源泉は、リーダー馬場憲之社長がアメリカ・オレゴン州で触れたフロンティアスピリッ
ト（開拓者魂）。新天地創造を理想に西部に切り開かれていった豊かな大農園のライフスタイルだった。

「全く経験のないイチゴ栽培をゼロから、とあって試行錯誤
の連続でした」と専務の江川隆さん。

イチゴ・ブドウ農園、レストラン、ワイナリーイチゴ・ブドウ農園、レストラン、ワイナリー
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◆�9．11のテロの悲劇をきっかけに
　ゼロからの農業事業への大転身

「今でこそイチゴ栽培をしていますが、
もともとこの会社は空港での搭乗客支援、
VIPの送迎や事務手続きサービスが仕事
だったんです。でも、それが今では事業部
門グループの一部という位置付けです」。
暖かなイチゴ狩りの温室でオレゴン
ファーム（株式会社ブルーチップファーム）
の江川崇専務取締役はそう切り出された。
そんなコア事業の大転換は、20年前の

9.11の同時多発テロに端を発する。「その
後にコロナウィルスのSARSの流行が
2003年にありましたし」（江川）。その結果、
中心的な業態を大きくシフト。社長の大号
令で『不可抗力を受けがちな分野より、人
と関わるなかで確かな実りを掴める仕事
を』と、常滑の地に根を下ろす「農」と「食」の
分野に重心を移していった。その第一段階
がイチゴ狩りの観光農園。ではあるが、企
業グループのリーダー馬場憲之社長によ

れば「そこに至るまで、カフェ、カレー
ショップ、和食店とオープンしては潰すと
いう苦い経験もかさねてます」とのこと。必
ずしも順調なサクセスストーリーではなく
幾度かの紆余曲折もあったようだ。

◆�夜のあいだクラッシック音楽を聞いて
美味しく育つ温室のイチゴたち

今のイチゴ狩りのヒントは、社長がロサ
ンゼルスで見たナッツベリーファーム。そ
こは最初小さなイチゴ販売所が始まり
だったという。よし！これで行こう。と決め
て、そこから開園まで文字通り農業修行1
年。今の形に至るまで10年かかったという。
「最初は養生のためにここからここまで
とエリアを区切ってましたが、今ではどこ
で獲ってもOKという方式に。発見の喜び
があると人気です。」（江川）。
イチゴの温室栽培は知多半島の気候風

土が合うということで、すでに先発組の競
合する農家も多く、しのぎを削る。後発参

入組としてはかなりの苦労があったことだ
ろう。そこは他の農家と同じことをしてい
てはだめと、イチゴの味をさらに美味しく
する「オレゴンファーム名物」として、プラ
スひと味のトッピング（ホイップクリーム、
チョコ、キャラメルソース、ソフトクリーム、
ハチミツなど11種類）を独自に企画。中に
は大福生地やあんこなど和の味覚もある。
それはまるでイチゴ1粒ずつでのパフェや
イチゴ大福のような贅沢な食べ方提案。フ
レーバーを組み合わせて楽しんだりもで
きるとあって、リピーター客には人気だ。
「それと、実は、どこよりも美味しくする
工夫として夜の間は温室のイチゴたちに
クラシック音楽を聞かせてます」（江川）。
話には聞いたことがあるが「音響栽培」

というもの。食べ比べてみるとその“美味し
差”は確かに実感できるものらしい。
「おかげさまで、実はもう3月あたりは土
日も平日も予約でほぼいっぱい。ホーム
ページ以外に宣伝も看板もないんですけ
どね」（江川）。そういえば、ここに来るまで

イチゴは、酸味が少なく糖度の高い「章姫（あきひめ）」など。
果皮が薄いので、そのままパクついた時の食感がいい。

オレゴンファームならではのユニークなサービス。
11種のトッピングでもぎたてイチゴにもうひと味プラス。
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http://www.oregonfarm.jp/index.html
〒479-0857 愛知県常滑市榎戸午新田 213

TEL：0569-89-2613
●期間：12 月中旬〜 5 月末（予定）

●料金：大人（中学生以上） ￥2,200　

　小人（3 歳〜小学生迄） ￥1,700

　幼児（2 歳迄） 無料

　※ただし、利用時間は１時間

　※いちご狩りのハウス内で収穫の

　　いちごはお持ち帰りできません。

●直販：受付事務所にある直売所で販売

●定休日：不定休（お問合せください）

●予約受付：下記 URL の予約状況

　カレンダーをご確認の上、ご予約フォーム

http://www.oregonfarm.jp/reserve.html
より予約、または予約専用ダイヤル

TEL：0569-89-2613
　　�（受付時間 /09：00 〜16：00）にて

ご予約ください。

　予約後1日経っても予約受付確認のメールが

届かない場合は TEL：0569-89-2613 まで

レストランを案内していただいたマネージャーの馬場
社長夫人里恵子さん。

レストラン内にあるショップコーナーに並ぶ「地ワイン」と
常滑焼で作られたオリジナルデザインの重厚なゴブレット。

に案内看板もなくてちょっと迷ったほど。
「お客さまでは、名古屋、岐阜、三河方面か
らの若いカップルの方や家族連れのリピー
ターの方が多くみえます」（江川）。他のイチゴ
園などと比べるとちょっとした隠れ家感覚で
はあるものの、丘の上にある農家レストラン
「サンセットウォーカーヒル」と併せて訪れる
遠方からの観光客なども増えているという。

◆�アメリカ・オレゴン州ポートランドでの
ワイナリーレストランとの出逢い

イチゴ狩りの取材を終え、温室からは歩い
て数分のレストランとワイナリーへ。
「ここは2・3年前までは竹藪の荒地でした。
それを社員みんなで開拓したんです」と馬場
社長の奥様里恵子さん。それがなぜ今のよう
な立派な「農家レストラン」に？そこには馬場
社長の熱い思いがあった。
イチゴ栽培に着手して数年後、馬場社長は

空港の仕事での会合で、たまたまオレゴン州
ポートランドを訪れた。
そこで、広大な農園と、その農園で獲れるブ

ドウや農作物を基盤とするワイナリーレスト
ラン「キングエステート」のビジネスシステム
に触れる。
オレゴン州といえば、西部開拓時代のフロ

ンティア。社長自身この時、常滑のこの地で、
「キングエステート」のような理想の農家レス

トランを！と決意したという。

◆�諦めなかった国家戦略特区への挑戦
からレストラン＆ワイナリーの実現へ

その時、馬場社長の頭に閃いたのは、県
立常滑高校の筋向かいの場所。手付かずの
竹藪と草むらではあったが、伊勢湾と周り
の農地を見下ろす夕日の綺麗な高台。しか
し、ロケーションは申し分なかったが、そ
の場所は“農地法”により農地にしか用途
の許可がおりなかった。
ひとつ打開策だったのが、政府の国家戦

略特区。それに許可申請したものの1度目
は叶わず。その後、産業の活性化を掲げる
大村知事の県政のもと再度挑戦。それが認
められ、2018年の4月、農家レストランサ
ンセットウォーカーヒルが実現した。
さらに、政府系ファンド「農林漁業成長

産業化支援機構」の支援（愛知県内では初）
を得て、レストランの隣にワイナリーを造
営。これもかなりの試行錯誤があったそう
だが、今では自社の農場で栽培したシャル
ドネ、ピノ・ブラン、ピノ・ノワール種のぶどう
から地ワインの醸造を果たしている。
この先のビジョンとしては、イチゴ狩り

とレストランを結ぶ一帯を面開拓し、常滑
の地にオレゴンのような理想郷を築くこ
と。夢実現への道はまだ始まったばかりだ。

レジ横の保冷ケースでは地場産の原料から手作りされた
ドレッシングやイチゴバターなども販売。

ここは世界的なレストランガイドGault & Millau（ゴ・
エ・ミヨ）でも紹介。奥には地ビールのサーバーも。

屋外のテラスと店内のテーブルは社員みんなのDIY。この
夕陽の綺麗な丘の上の席からは伊勢湾が見渡せる。

80名ほどを収容できる店内では、全店貸切ってのレストラン
ウェディングも可能。

地ワインを囲んでのワイナリーツアーのパーティー。
この地でこそ味わえるワインに恵まれるしあわせ！

イチゴ狩りのオフシーズン8月は、たわわに実ったブドウの
収穫の季節。マスコット犬のロッキーちゃんもお手伝い？

いちご狩り

オレゴンファーム

http://www.sunsetwalkerhill.jp/index.html
〒479-0003 愛知県常滑市金山上白田 130

TEL：0569-47-9478
●営業時間：

　ランチ：11：00 〜14：00

　カフェ：14：00 〜17：00

　ディナー：17：00 〜 22：00（L.O./21:00）

●定休日：木曜日

●料理：アメリカンスタイルのコース料理

●レストラン設備：大型モニター、テラス席有り

●送迎手配：電話にてご相談ください。

●問い合わせフォーム：

http://www.sunsetwalkerhill.jp/contact.html

農家レストラン
サンセット
ウォーカーヒル
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岡崎・額田支部
第12回 退職準備セミナー
2020年2月1日
参加：33組122名（男性70 女性52）
場所： 岡崎市勤労文化センター

海部支部
チャリティーボウリング大会
2020年2月7日
参加：91名
場所： サンガーデンボウリング場

尾張北支部

東三河支部
退職準備セミナー
2020年1月18日・2月15日・2月22日
参加：144名
場所： 豊橋会場・蒲郡会場・豊川会場

知多支部

年末直送品斡旋荷下ろし
2019年12月19日
参加：53名
場所： トヨタ輸送 堤工場

豊田支部

第38回 ろうきん地域行事イチゴ狩り
2020年1月26日
参加：180家族756名
場所： 南知多「いこいの農園」

第35回 文化講演会
2020年2月1日
参加：223名
場所： 知多市勤労文化会館

書記・実務担当者研修会
2019年11月28日
参加：46名
場所： 名鉄グランドホテル

退職準備セミナー
2020年1月19日
参加：170名
場所： 安城市民会館 大会議室

第15回 退職準備セミナー
2019年12月7日
参加：60名
場所： 全労済一宮会館

第16回 ボウリング大会
2019年12月1日
参加：198名
場所： 稲沢グランドボウル

退職準備セミナー
2020年1月18日・25日
参加：149名
場所： 春日井グリーンパレス・小牧勤労センター

西三河支部

尾張北支部

尾張西支部
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名古屋中支部

名古屋北支部

第23回 カラオケ大会
2020年1月20日
参加：57名
場所：名古屋国際ホテル

役員（会員代表者）研修会
2020年2月21日
参加：40名
場所：東海労働金庫 本店別館6階第8・9会議室

ハートフルパーティー
2020年1月25日
参加：18組（33名）
場所：キャッスルプラザ

三事業団体全体会議
2020年2月5日
参加：32名
場所：爽明会館

名古屋西支部
よつ葉まつりボランティア活動
2019年11月3日
参加：7名
場所：社会福祉法人「よつ葉の会」（よつ葉の家）

地域施設見学会
(中日ドラゴンズ元選手 北野 氏との座談会)
2019年11月29日　参加：15名
場所：ナゴヤ球場・昇竜館

名古屋金山支部

名古屋東支部

第37回 ボウリング大会
2020年2月18日
参加：80名
場所：スポルト名古屋

第34回 新春ボウリング大会
2020年1月21日
参加：80名
場所：スポルト名古屋

愛
知
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名古屋ブロック
野村 忠宏 氏  文化講演会

「オリンピック三連覇　折れない心」
−夢をもち続けるそしてあきらめないこと−
2020年1月28日　参加：732名
場所：ウィンクあいち大ホール

第37回 尾張東支部ボウリング大会
2020年2月5日
参加：94名　場所： 東名ボウル

愛知労福協50周年記念　名古屋南支部第12回家族ボウリング大会
2020年1月26日
参加：104名
場所： 名古屋グランドボウル

名古屋南支部尾張東支部
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福祉事業への支援・協力を求め、愛知県ならびに名古屋市へ
「令和２年度要請書」を提出しました。
昨年の12月24日に愛知県庁お

よび名古屋市役所を訪問し、令和
2年度の勤労者福祉活動に対する
助成、文化・体育事業の促進、福祉
事業に対する活動支援などにつ
いて協力を要請しました。今回は
食品ロス削減の推進や災害時要
支援者への対応強化に関する要請
も併せて行いました。
それぞれご対応いただいた愛知

県の森岡副知事、名古屋市の堀場
副市長へ畑会長より「要請書」を
提出し、要請内容の趣旨説明及び
意見交換を行いました。

▲愛知県 要請書提出 意見交換

▲名古屋市 要請書提出 意見交換

ろうきん・こくみん共済coop・福祉基金協会の職員の資質向上と相互の交流を目的に今年も階層別に研修会を開催
しました。

福祉事業団体の職員を対象に研修会を開催しました。

開 催 日：2月12日（水）　　会場：ワークライフプラザ「れあろ」　　参加人数：36名
実施内容：第一部　�実践研修「福祉事業団体職員の働きがい向上を目指して」　外部講師１名
� 第二部　交流・親睦を兼ねた意見交換会

若年職員研修会

開 催 日：2月25日（火）　　会場：ワークライフプラザ「れあろ」　　参加人数：79名
実施内容：第一部　講演「労福協の2030年ビジョン」
� � 講師　中央労福協　事務局長　南部美智代�氏
� 第二部　�講演「奨学金問題、教育費負担問題の実態と今日的課題」
� � 講師　中京大学�国際教養学部�教授�大内裕和�氏

幹部職員研修会

福祉事業団体幹部職員研修中京大学　大内教授中央労福協　南部事務局長

若年職員研修
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中部労福協第45回定期総会 辻新会長 兵庫県立大学　澤田教授

結成50周年記念レセプション

２月４日（火）、新大阪ワシントンホテルプラザにおいて、
北陸・近畿・東海ブロック１２府県労福協の役員・傍聴者等
６４名が一堂に会し、中部労福協第４５回定期総会が開催
されました。
2019年度活動報告・決算報告および2020・2021年

活動方針(案)・予算(案)等について審議し、満場一致で承
認されました。本年度は改選期にあたるため、新会長には
兵庫労福協会長の辻�芳治氏が選任されました。
総会終了後には、兵庫県立大学大学院教授の澤田雅浩

氏による「自然災害からの被害を軽減するために」と題し
た記念講演が行われました。
また、今回は中部労福協結成５０周年にあたることから、

「結成５０周年記念レセプション」も併せて開催され、歴代
の役員の皆さまを交えた和やかなひと時となりました。

この講座では、「相手に伝わり成果が上がる文書力」にねらいを定め、現代の業務に欠かせぬメールに
比重を置き、基本からワンランク上の書く技術まで、演習を通して実践的に学びます。

場　所 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
１２階　１２０１会議室
名古屋市中村区名駅４-４-３８

日　時 令和２年 ６月１２日（金） 10:00～16:30 講　師 ㈱ビジネスプラスサポート
　人財育成プロデューサー  菓子田 圭子

受講料 10,000円（消費税込）

仕事の達人を目指す～文書を通して質の高い仕事を目指す～

伝わる！ビジネスメール＆文書作成術

〒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
TEL (052) 485-7154　FAX (052) 583-0585　http://ailabor.or.jp/bunka/

申し込み･問い合わせ

ビジネス実務スキルアップセミナー 　 ● 受 講 者 募 集 の お 知 ら せ ●

助け合い運動支援金合同寄託式

2月26日に連合愛知と合同の
寄託式を行い、愛知労福協から
は、福祉事業団体および各支部
を中心にご協力いただきまし
た赤い羽根共同募金の寄付金
196,144円を愛知県共同募金会
へ寄託しました。

連合愛知・愛知労福協「助け合い運動支援金合同寄託式」

中部労福協「第45回定期総会」および
「結成50周年記念レセプション」が開催されました。
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合
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知

連合愛知は、連合の全国一斉集中労働相談ホットライ
ンに合わせ、2月13日(木)～14日(金)の2日間で労働相談
ホットラインを実施しました。
今回は「『STOP！雇用不安』～辞めるしかない!?と悩

んでいませんか～」をテーマとして実施し、2日間で53
件の相談が寄せられ、連合愛知ならびに11地協役員が相
談役として、アドバ
イスや労働契約法の
説明など真摯に相談
を受けました。潜在
的なニーズに対応す
るため、今回試験的
に相談時間を2時間
延長した結果、19時

から21時の相談は2日間で7件ありました。
また、全国一斉集中労働相談ホットラインの実施に合

わせ、2月12日(水)に名古屋駅・大曽根駅の他、11地協
と連携し愛知県下18カ所で街頭宣伝行動およびポスティ
ングを行い周知をはかりました。
連合愛知は、今後も

「労働相談ホットライン
（0120-154-052）」にお
いて、すべての働く仲間
の不安や悩みに応えると
ともに、組織化を含めた
助言や支援を続けていき
ます。

連合愛知は2月26日(水)に「連合愛知助け合い運動カン
パ金寄託式」を行いました。
「連合愛知助け合い運動」は、本年で28回目を迎え、
連合愛知構成組織の協力を得て集められたカンパ金を愛
知県共同募金会に寄託し、民営小規模施設等の設備費や
在宅福祉サービス関連車両整備費、就労支度支援事業な
どに役立てています。
冒頭、連合愛知・愛知県労福協を代表して佐々木会長

から連合愛知および愛知県労働者福祉協会の取り組みを
紹介し、「連合愛知の構成組織と労福協のご協力により、
今年も多くのカンパ金が集まりました。このカンパ活動
は、地域や社会とつながっているということを伝える取
り組みでもあります。今後も引き続き共同募金会と連携
しながら、助け合いの精神を大切にした活動に取り組ん

でいきます」との挨拶がありました。
続いて、連合愛知・労福協の寄付金をそれぞれ愛知県

共同募金会の岡谷会長に寄託し、愛知県共同募金会から
は感謝楯および感謝状の贈呈を受けるとともに、活動に
対する理解と協力に対するお礼の言葉を述べられ閉会し
ました。
今年度の寄託金

は3723万1400円
となり、1992年か
ら継続している共
同募金会に寄託し
たカンパ金総額は
10億8379万914円
となりました。

全国一斉集中労働相談ホットラインを実施

あなたのやさしさが広げる大きな支援の輪
第28回「連合愛知助け合い運動」によるカンパ金寄託式

連合愛知は、2月26日（水）に『私たちが未来を変える！
すべての労働者の「底上げ」「底支え」「格差是正」と働
き方の見直しで！』をスローガンに、2020春季生活闘争
総決起集会を開催しました。
これからヤマ場を迎える2020春季生活闘争において、

要求実現と機運の盛り上げをはかるために行われたこの
集会は、例年通り屋外での大規模集会を予定していまし
たが、新型コロナウイルス感染症の国内発生を踏まえた
対応として、急遽ワークライフプラザれあろにおいて、
連合愛知三役・執行委員・構成組織・地協の参加のもと
開催しました。

冒頭、佐々木会
長より、新型コロナ
ウイルスの脅威に
対し、労使で感染予
防並びに拡大抑止
に向けた対応の検
討について徹底す
ることをお願いした
うえで、春闘に向け
て「①分配構造の

転換につながり得る賃上げの取り組みおよび付加価値
の適正分配による取引の適正化②多様な働き方を整え、
安心・安全で働きがいのある職場の構築③健全な集団的
労使関係を一つで
も多くの職場に広
げるための組織拡
大の取り組み強化」
について挨拶があ
りました。
続いて、畑副会

長が「集会アピー
ル」を読み上げ参
加者全体の総意で
採択し、木戸副会長
によるガンバロー
三唱で春闘勝利へ
の意思固めを行い
ました。

2020春季生活闘争総決起集会を開催

全国一斉集中労働相談ホットライン 街頭宣伝行動

カンパ金を手渡す連合愛知佐々木会長(左)

畑副会長による集会アピール

2020春季生活闘争総決起集会 木戸副会長によるガンバロー三唱
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なぜ低い金利にしないの?
消費者金融（サラ金等）のグレーゾーン金利「年29.2％」は廃止
されましたが、利息制限法の上限金利「年20％」は依然高すぎます。
「むやみな借金はしない」ことが大切ですが、病気や冠婚葬祭など、
いつ急にお金が必要になるかは分かりません。お金を借りるときの
判断基準が金利であり、高金利のヤミ金など論外です。金利は各金
融機関で違いますから、借りる前に比較検討しましょう。

高金利の借金で多くの自殺者や自己破産者を
生んだクレサラ問題……２００６年12月に改正貸
金業法が公布、２０１０年６月に完全施行されて
消費者金融の上限金利が引き下げられました。
それ以降、キャッシングの一般的な金利（年

率）は、25～29％から７～18％に下がっています
（金利は元本の額によっても異なります）。金利は
下がりましたが、年18％はまだ低いとはいえない
状況ですし、各カード（銀行系、信販系、流通系
など）の金利に大きな差はありません。また小
口のキャッシングなどでは15～20％で貸し、延滞すると、いまだに違法金利で
営業するケースもあります。

その金利ヤバッ!!

給
料
日
ま
で

あ
と
３
日
、

フ
ー
ッ
、あ
せ

る
よ…

。

今
夜
は
仲

間
と
飲
み
会
、

楽
し
み
！

便
利
♪

キ
ャッ
シ
ン
グ
の
金
利

が
ど
ん
な
に
高
い
か

知
ら
な
い
の
！?

今
に
借
金

ま
み
れ

に
な
る

わ
よ
！

今
夜
は
彼
女
と
デ
ー
ト
、

ワ
ク
ワ
ク
。

お
手
軽
！

助
か
る
！

借りるお金の金利は、それぞれ違う

そ
の
金
利

高
す
ぎ
な
い
？

金利

金
利 助けて～！

東
海
労
働
金
庫

マネートラブル講座マネートラブル講座
東海ろうきんの

⑦⑦
こんな手口、あんな手口 キャッシング
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愛知推進本部
（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。

2219Z035

年齢や家族構成により適正な保障額は変わって
きます。ご不明な場合はこくみん共済　coop 
＜全労済＞までご相談ください。

家財ってなに？　保障は必要？
簡単に言うと、ご自宅に置いてあるすべてのものです。
今、着ている下着や衣服からテレビ、冷蔵庫、洗濯機など、さまざまなものを家財として保有して
います。
高価なものは持っていないから・・・と家財の保障に入っていない方も多いと思いますが、火災など
ですべて焼失した場合、生活に必要なものを購入するにはそれなりの金額が必要となります。
最近では、台風や落雷、地震などの自然災害も多く発生していますので、この機会に家財の保障
について考えてみませんか。

・マンション構造 月払掛金 170円
・鉄骨・耐火構造 月払掛金 190円
・木造構造 月払掛金 310円

【こくみん共済 coop ＜全労済＞の住まいる共済】

　200万円の保障
　（火災共済20口+自然災害共済・標準タイプ20口）

家財の保障は大丈夫ですか？
～新生活を始めた皆さまへ～

家財の保障に
加入している

はい

はい

いいえ

地震・風水害などに
備えている いいえ

保障額に過不足
はない いいえ

●ここに記載されている内容は、制度の概要を説明したものです。ご契約の際には「リーフレット」「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご確認ください。

はい

全て「はい」の
人は完璧‼
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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

〒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

https://www.heartful.or.jp/

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

住 宅 事 業 部
ハートフル事業部

0120-682-851
0120-101-810

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
カジュアルパーティーカジュアルパーティー

婚活パーティー婚活パーティー

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ホームページをご覧ください >>>

はじめてご参加の方にはハートフルカードをプレゼント! アプリを登録して
パーティー情報をGETしよう！

名鉄トヨタホテル

男性 6,0００円　女性 4,0００円

7/5
●日 土

受付時間

会費

13：30～13：50
開始時間 14：00～16：30

男性  30～43歳くらい

女性  28～40歳くらい

ホテルアソシア豊橋キャッスルプラザ

※男性は豊田地区の労働組合のある企業勤務の方
男性  28～40歳くらい

女性  26～40歳くらい

※男性は名古屋南地区の労働組合のある企業勤務の方
※労福協豊田支部にて募集いたします。
　女性のみの募集となります。

※労福協名古屋南支部にて募集いたします。
　女性のみの募集となります。

6/14
●

7/25
●日 土

男性・女性とも28～40歳くらい
※男性は東三河地区の労働組合のある企業勤務の方
※労福協東三河支部にて募集いたします。
　女性のみの募集となります。

男女
各18名

男性 6,0００円　女性 4,0００円

受付時間

会費

13：30～13：50
開始時間 14：00～16：30

男性 7,0００円　女性 3,0００円

受付時間

会費

13：30～13：50
開始時間 14：00～16：30

男女
各18名

男女
各16名

※7月開催は5/1より受付いたします。

5/16
●土

古城をイメージした趣のあるメインバーでワインを
嗜みながら、出会いのひとときをお楽しみください。

ワイン　婚活ワイン　婚活de
名古屋東急ホテル（フォンタナディトレビ）

男性 5,0００円　女性 3,0００円
男性・女性とも
50歳代

5/23
●土

男性・女性とも
30歳代

男女
各14名

快適に
住まう
快適に
住まう 「長く住み続けられる住宅」の維持保全 ～床下・基礎の

　点検と補修～

シロアリ点検について、まずはご相談から承ります。
お気軽にハートフルセンター住宅事業部までお問合せください。

廊下の床がプカプカしてきた シロアリ被害で下地がボロボロ

～暖かくなる春、
　　シロアリが急増します～
～暖かくなる春、
　　シロアリが急増します～

シロアリ対策

床下調湿材

1坪分プレゼント！

5,500円（税込）
1階床・坪当たり

シロアリ点検
※床下で地下から
シロアリが上がっ
てくるときに作る
侵入道を蟻道、
同様の塊状のも
のを蟻土といい
ます。

調査見積り無料
安心の5年保証

生活応援
キャンペーン
特別価格

ご契約者様特典

ハートフルガイドブックを購入して

しま
せんか

ガイドブック
売上金の

4月 7月

受付時間 13：30～13：50 開始時間 14：00～16：00
会費
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■前会長の経験から生まれた、助けあい
　「ここが始まったのは、前会長の奥さん
が乳ガンで倒れたのがきっかけでした。
子育ても真っ最中という時だったので、ほ
んとうに困ったとかで‥」。理事長の佐々
木優さんは、ふれ愛発足の精神に繋がる
そんなエピソードからお話しされた。「普
段の生活でこんなに困る場合もあるのだ
から」と、その9年後の平成2年に『有償ボ
ランティア 東海市在宅介護家事援助の会
「ふれ愛」』（任意団体）として始められ
たのが最初。
　それは介護保険法施行の8年も前のこ
と。高齢化が話題になり、各地でこうした
悩みを抱く家族が増えていった実態に行
政がようやく応えていった格好だ。
　今でこそ、専用の建物があるが、初期の頃
は自宅を開放したり、いくつかの公共施設
や借家を借りたりの苦労もあったという。
■ぼんやりしていたところから理事長に
　佐々木さんが参加したのは、平成21年。
前会長の兄弟が佐々木さんの祖父だった
のが縁で、郷里の宮城から呼び寄せられ
たという。
　「その頃私はぼんやりフリーター暮ら
しだったので、『車の運転してくれればい
いから手伝って欲しい』と言われて‥」
（佐々木）。
　ところが、これが案外、全事業に関わる
大切な仕事だった。15台ある車（現在）で

「暮らしの助け合い」の福祉有償運送事
業から無償の介護保険・障害者支援まで
と、活動の全域に関わることに。
　そんなわけで、事業全体をみる理事に
就任。その後、平成29年に先代の理事長
が急逝されると、血縁だからということで
現在の理事長職を任される。
　「昔は何をしても目標が定まらなかっ
た。でも、今はせっかく続けてきた団体を
無くすわけにはいかないので。
　だから、何でもやります。介護保険でも
障害枠外の“助け合い”でも、解釈次第で
すが基本的に介護保険の中身と変わらな
いし」（佐々木）。
　何でも困った時にはすぐ駆けつける！と
いう精神はまさにスーパーマンのそれだ。
■現場の実態はますます複雑に
　「高齢者でかつ障害者というケースが
増えてきています。どうしても条件が重
なってくるので、費用を計算するのも大変。
　多岐にわたる支援事業の中身の、例え
ば障害者の送迎などでも、介護保険と併
用したり障害の等級で負担もカウントを
変えなくてはいけない。輸送での介護保
険枠を使い果たしたら、そこからは「助け
合い」の有償枠に切り替えるとかもある
し」（佐々木）。
　現場の実態に即して、「高齢・障害者」
というハイブリッドなカテゴリーができて
いくのかもしれない。

シリーズNPO No.33

高齢化はますます進む。また、高齢なほど障害を負いがち。かつては“高年齢者支援”と“障害
者支援”は別に捉えられていたが、今は高齢者かつ障害者という場合も多い。必要な支援も年齢
や障害等級などで細かく規定されているが、有償枠・無償枠も全て引き受ける「ふれ愛」のよう
な存在は“地域包括ケア”の要としても注目したい。

東海ろうきんの
「NPO寄付システム」が

応援しています。

《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
　東海労働金庫東海支店
　〒477-0037　東海市高横須賀町公家28番地の1

  0120-690162

地域で利用できる限りの手法をミックスしての生活支援

「ふれ愛」の理事長、佐々木優さん。若いころから漫画が「ふれ愛」の理事長、佐々木優さん。若いころから漫画が
趣味で、今もコミックのコレクションが増え続けている。趣味で、今もコミックのコレクションが増え続けている。

ふれ愛

グループホームをご利用の方のご家族との家族会。
ご本人とご家族とみなさんが集まっての交流を図ります。

「ふれ愛」の施設の建物外観。すぐ横には広い駐車場も完備。
どの支援サービスにも“足”は欠かせない。

「毎日のデイサービスでの送迎。バンのほうが乗り降りしや
すいが、小型車の方が細い道では小回りが効く。

デイサービスを利用されるお年寄りのみなさんの書道作品。
どれも個性的でほほえましい。

《くらしの助け合いサービス》
（特定非営利活動関係の事業）
●家事介助のすべて
＊食事づくり・食事介助
＊ゴミ出し、買い物、お話
＊掃除、洗濯、布団干し
●移送サービス
＊病院、施設などへの送り迎え
●子育て支援のすべて
●その他のボランティア活動

《介護保険に関わるサービス》
●訪問介護・在宅福祉サービス（ホームヘルプ）
●介護予防訪問介護
＊食事、団らん、手芸、散歩、ゲーム、入浴等
＊生活機能維持向上　＊運動機能の向上
＊口腔機能の向上　　＊栄養改善
●通所介護（デイサービス）
●居宅介護支援（介護プラン作成）
●介護予防通所介護
●認知対応型共同生活介護事業
　（グループホーム）

《障害者支援制度に関わるサービス》
●身体・知的・児童障害者の
　居宅介護・通所介護・ショートステイ
●外出介護・家事援助・介護送迎支援

《その他の事業》
●バザー、高齢者などの居場所町内喫茶事業
●高齢者福祉アパート事業　など

■特定非営利活動法人
　東海市在宅介護
　家事援助の会　　ふれ愛
〒477-0034
愛知県東海市養父町苅宿31番地–1
TEL.0562-36-0085
FAX.0562-36-0132
MAIL.�y_sasaki@npo-hureai-kaigo.or.jp

特定非営利活動法人
東海市在宅介護  家事援助の会


