平成29年
岡崎信用金庫
資料館
竣工100周年記念

文化財
を

訪ねて

国登録有形文化財

名古屋テレビ塔

岡崎信用金庫資料館は竣工百
周年を迎えました︒歴史的価
値のある文化財を未来に託す
ため﹁文化財を訪ねて﹂シリ
ーズとして︑愛知県内の登録
有形文化財を紹介してまいり
ます︒第5回目は名古屋テレ
ビ塔です︒

名古屋テレビ塔は、
『国土の歴史的
景観に寄与しているもの』として、
平成17年に国登録有形文化財（建
造物）に登録されました。

第５回
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名古屋市の中心部︑久屋大通公園
内に立つ名古屋テレビ塔は︑昭和
年
︵1954︶
︑日本最初のテレビ放
送用集約電波塔として建築されまし
た︒後に東京タワーや通天閣の設計
も手がけた﹃塔博士﹄の異名をもつ

業での工事にもかかわらず︑高さ

鉄骨も人力で揚げるなど︑全て手作

チ︶を塔脚部に取り付けています︒

ンクリート造の構造物︵交差アー

です︒重心を低くするため︑鉄筋コ

㍍の場所にガラス張りの展

180㍍︑塔に使用された鋼材の総

地上

望 台 ︵ 現 ス カ イ デ ッ キ ︶︑ 腰 部 に は

重量920㌧︑完成時は東洋一の高
さを誇ったテレビ塔は︑着工からわ

ン︶などを収容する建物︵設計時に

休憩サロンや売店︵現在はレストラ

名古屋テレビ塔は四角溝桁式自立

は別棟で計画されていた︶が取り付

ずか9ヵ月で竣工に至りました︒
鉄塔で︑塔脚部は脚を開いた形に

けられました︒

たちゅう

なっています︒これは建築後に地下

材は無く︑基礎の土堀りもツルハシ
とスコップでの手作業でした︒コン

開業当日は︑濃尾平野を一望でき

鉄が真下を通過する計画があった為

内藤多仲氏が設計︒当時は工事用機

▲開業当日の様子

クリートもツルハシを使い手で練り︑

る展望台からの景色を一目見ようと︑

3時間を超える長蛇の列ができまし

た︒翌年の4月には開業から1年を

待たずして展望客数が百万人を超え︑

電波塔としてだけでなく観光として

も大きな注目を集める施設となりま
した︒

電波塔として本格始動

開業から2ヵ月後︑NHKテレビ

ジョンが放送開始されました︒その

後︑中部日本放送︵CBC︶︑東海

テレビ︑NHK教育︑名古屋テレビ

が名古屋テレビ塔から放送開始︑平
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TEL 052−971−8546

お問い合わせ先：名古屋テレビ塔

▲名古屋の夜景とプロジェクションマッピングによる演出

29
左：地上135㍍）
▲建築中の名古屋テレビ塔（右：地上30㍍

夢のようでどこかリアリティがある新夜景体験

CITY LIGHT FANTASIA

by NAKED -NEW WORLD-

全国で通算30万人以上を動員した大ヒットイベント「CITY LIGHT
FANTASIA by NAKED」の新作、光とアートに溢れる都市「NEW
WORLD」が名古屋テレビ塔の展望台に登場します。夢と現実がボー
ダレスになる空間、未来の「新しい世界」が展望台に広がります。

2017年12月1日㈮〜2018年2月25日㈰

成
年のアナログ放送終了までの

年間︑東海地区のテレビ放送電波塔

としての役割を果たしました︒

街の文化・情報 の
発信拠 点 と し て

名古屋市の繁華街にある名古屋テ

レビ塔は︑平成元年よりライトアッ

プを開始し︑展望台から望める景色

年には展望客数三

だけでなく名古屋の夜景も演出して

きました︒平成

千万人を達成するなど︑商業観光施

設としての役割も担っています︒テ

レビ塔周辺には大型デパートなどの

商業施設や公園︑美術館などの文化

施設も多く︑毎日多くの人が訪れる
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▲展望台からみた伊吹山

も人気を集めています︒また︑日本

な場所として﹃恋人の聖地﹄として

ロポーズにふさわしいロマンチック

が行われています︒テレビ塔は︑プ

ができます︒

の向こうに昇る初日の出を望むこと

さ100㍍︑都会の真ん中︑ビル街

屋の中心で新年を祝う﹂を開催︒高

毎年元日には新春イベント﹁名古

ため︑年間を通して様々なイベント

の美夜景として﹃日本夜景遺産﹄の

認定もされています︒

な眺望と︑異なる美しさで魅了する

年から始まった﹁NAGO

ら開催︒テレビ塔を中心に冬の街が

名古屋テレビ塔からの眺めを見に︑

平成

イルミネーションによりロマンチッ

是非足を運んでみてはいかがでしょ

月か

クに演出されます︒期間中はテレビ

うか︒

YAアカリナイト﹂は今年も

塔下にフードコートも期間限定オー

プン︒今冬公開の映画﹁スター

ウォーズ／最後のジェダイ﹂公開記

念の特別ライティングも予定されて
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▲NAGOYAアカリナイトの景観

4F パークバンケット
久屋の緑と栄を臨むバンケット。ウェディングや各種パーティ
・イベントが
開催されるフロア。ブライダルサロンも併設。

3F スカイターミナル
展望台への入場券売場。

1F タワースクエア
屋内にフェアトレード＆テレビ塔グッズの「エシカル・ペネロープ｣、
ニュー
ヨークの街 Brooklyn をテーマにした「ブルックリンカフェ」。屋外には
夏季限定ビアガーデンがOPEN。

います︒

135㍍

遠くの山々まで望める昼間の眺望︑

90㍍・スカイデッキ
屋内の展望台。夕暮れ時には名古屋の街に沈む夕日が、夜には栄界
隈の夜景が楽しめます。

街明かり美しい夜のロマンティック

180㍍

100㍍・スカイバルコニー（こいにわ）
屋外展望台に、
緑あふれる庭園空間「こいにわ」も。気候の良い日には気
持ちいい風が楽しめます。恋人の聖地モニュメントが設置。

外堀通
久屋大通駅
（地下鉄）

名古屋
テレビ塔

〒460−0003

桜通
空港線

大津通

伏見通

愛知県名古屋市中区錦三丁目6−15 先
052−971−8546

開館時間：10時〜22時
（4月〜12月）／10時〜21時
（1月〜3月）

オアシス21
Central Park
錦通
栄駅（地下鉄）

松坂屋

矢場町駅

広小路通
中日ビル

入 館 料：大人700円 高校・大学生600円 小・中学生300円
シニア（65歳以上）600円
（※イベント等で変更になる場合もあります。）

（地下鉄）

イベント等最新情報はホームページでご確認ください。

http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/
地下鉄名城線・東山線
「栄」
下車3番もしくは4番出口を上がって徒歩3分
地下鉄名城線・桜通線
「久屋大通」
駅下車南改札を出て4B出口を上がってすぐ
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「おかしん年金友の会」
会」
会」
「紅葉の最上川と庄内・鶴岡 二泊三日の旅」
「おかしん年金友の会」は２泊３日の日程で「紅葉の最上
川と庄内・鶴岡 二泊三日の旅
（参加者１４３名）
」を平成29
年10月10日㈫、11日㈬、16日㈪、１７日㈫の４班に分け
て実施しました。
一行は初日、「最上川舟下り」を満喫し、羽黒山の「出羽
三山神社」を参拝、夕食時には宿泊先の「由良温泉 ホテル
八乙女」において鶴岡市主催の歓迎セレモニー。二日目は
「加茂水族館」
「相馬楼」
「本間家旧邸」
「山居倉庫」などを
観光後、「温海温泉 萬国屋」に宿泊。三日目は「致道博物
館」にて徳川家臣団ゆかりの酒井家十八代当主酒井忠久館
長より歓迎のご挨拶を受けました。その後、「庄内藩校致道
館」
「大寶館」を散策し、「荘内神社」を参拝しました。参
加者のみなさまから好評をいただきました。

致道博物館内にて 重要文化財 旧渋谷家住宅
致
（多層民家）
前

おかしんビジネスダイレクト 新セキュリティ

取扱開始！
！

近年インターネットバンキングを利用した不正送金等のネット犯罪が多発しております。
このような状況を踏まえ、当金庫ではお客さまが被害に遭われることを未然に防ぎ、大切
なご預金をお守りするため、事業者向けインターネットバンキング
「おかしんビジネスダイ
レクト」
において
「トークン式ワンタイムパスワード」
の取扱いを開始いたしました。
これまでも様々なセキュリティ対策を行ってまいりましたが、今後もネット犯罪の脅威に対し
て、安全にサービスをご利用いただくために継続してセキュリティ対策を実施してまいります。

？ トークン式ワンタイムパスワードとは・・・
専用のトークンに振込先の口座番号を入力して生成した「振込先専用のワンタイム
パスワード」を用いてお取引を認証するものです。入力した振込先以外は振込がで
きないことから、犯罪者がお客様の振込先口座情報を犯罪者の口座情報に書き換え

（ハードウェア
（ハ
ドウ アト
トークン）
クン）
トウェア
トークン）
（ソフトウ
アト
クン）

て振込させるという不正取引を防止できます。

お問い合せ：岡崎信用金庫ＥＢサービス 新セキュリティ案内ダイヤル
4
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TEL 0564−25−7390（平日 ９
：00〜17：00）

おかしんからのお知らせ

半田支店 新築移転オープン

住吉町駅西

住吉町駅

愛知県立半田高等学校

264
cafe柚
出口町

247
セブンイレブン

半田高校南

半田支店
出口町南

にゃおかふぇ

旧 半田支店

名鉄河和線

モスバーガー

10月23日㈪、半田支店を新築移転オープ
ンいたしました。
新しい半田支店は、周囲との調和を大切に
するため、軒の高さをおさえた構えとなって
います。緑豊かな丘陵を背景にした敷地正面
の通りには「半田赤レンガ建物」があり、新
店舗正面を煉瓦調外壁とすることで、景観の
調和を図りました。
また、お客様が来店時に快適に過ごしてい
ただけるようエントランス、ロビー、ローン
プラザは、統一して高天井を設けることで、
明るく広がりを感じられる店舗となってい
ます。
地域のみなさまにより一層ご愛顧いただけ
る店舗を目指し、サービス向上に努めてまい
ります。みなさまのご来店を心よりお待ちし
ております。

〒475−0916

半田市柊町一丁目210-13

TEL：0569−23−6911
ATM・貸金庫稼動時間
8時〜21時（年中無休）
【ローンプラザ半田】
営業時間：10時〜18時
定 休 日：水曜日、年末年始
（12月31日〜1月3日）

春日井商工会議所と
業務連携協定締結

しんきん
ビジネスフェアに出展

当金庫は、10月11日㈬に中小企業の成長に
向けた支援体制を強化することを目的に春日
井商工会議所と連携協定を締結しました。
協定内容としては、セミナーの開催や春日
井市内の中小企業の販路拡大支援、産業振興
などに連携して取り組むとともに、商工会議
所が進めるビジネスマッチング支援や中小企
業応援ファンドに協力するなど、地元企業の
発展に貢献する内容となっています。

10月5日㈭に開催された「第12回しんきん
ビジネスマッチング『ビジネスフェア2017』」
に出展し、お取引先の販路拡大に向けた商談
会の場として多くの皆さまに当金庫のブース
をご利用いただきました。
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Okashin News
リレー・フォー・ライフ・
ジャパン岡崎2017に参加

第５回鈴木禎次賞 特別企画
学生作品展示および講評会開催

公益財団法人日本対がん協会、リレー・
フォー・ライフ・ジャパン岡崎実行委員会主催
の 「リレー ・フォー ・ ライフ・ ジャパ ン 岡 崎
2017」が「出逢いそして絆」をテーマに9月23、
24日に開催されました。「リレー・フォー・ラ
イフ」とは、がんに立ち向かう人々の勇気を称
え、がん患者や家族、友人、支援者たちが24時
間交代でグラウンドを歩き続けるウォーキング
イベントです。当金庫も「チームおかしん」と
して、職員とその家族72名が参加しました。

岡崎信用金庫資料館の竣工100周年を記念
し、
「 第五回鈴木禎次賞」の授賞式を10月31日
㈫に当金庫本店２Ｆ大ホールで行いました。特別
企画として、鈴木禎次作品パネルや、学生による
卒業建築設計作品等を展示する特別企画展を
10月14日㈯〜11月26日㈰まで当金庫資料館
で開催中です。
さらに、11月26日㈰には地元で活躍されて
いる先輩若手建築家の方々に、学生の技術向上
を目的に卒業設計作品を評価いただく
「学生作
品 展示講評会」
を当金庫資料館で開催いたし
ますので是非お越しください。

「おかしん商談会〜食の逸品大集結〜」開催
10月19日㈭、20日㈮の２日間にわたり、岡崎信用金庫名
古屋支店新築移転を記念して、食料品・飲料品の販売や製造
を手掛ける取引先メーカーと県内のスーパーや百貨店などの
バイヤーを結びつける「おかしん商談会〜食の逸品大集結〜」
を開催しました。
また、
「家康公顕彰四百年記念事業」開催時に、地域活性
化に向けた業務連携に関する覚書を締結した家康公家臣団ゆ
かりの鹿沼信金
（栃木）
、きのくに信金
（和歌山）
、桑名信金
（三重）
、滋賀中央信金
（滋賀）
、城南信金
（東京）
の５信金の取
引先も地域を超えた販路拡大に向けて参加し、２日間で合計
で200件近くの商談が行われました。
参加された企業からは「今後も開催してほしい」「今後も
参加したい」などの声をいただきました。
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20歳から40歳の会社員・公務員の方限定
毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

来店
不要

お得情報！
！

おかしんのインターネット専用ローン

ライフイベントローン
߅ߺߜߪ
マイカー

リフォーム

プラン

プラン

教 育

フリー

プラン

プラン

さまざまなライフイベントに対応した便利で、お得なローンです
−
発行／岡崎信用金庫 編集／地域振興部
電話︿〇五六四﹀二五│七三四一
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

お使いみち
ご利用金額
ご融資期間
勤続年数
お借入利率
ご返済方法
団体信用
生命保険
そ

の

他

商

品

概

要 −

マイカープラン

教育プラン

リフォームプラン

フリープラン

車輌購入費用など

入学金・授業料など

増改築費用など

旅行費用など

５００万円以内

１,０００万円以内

１,０００万円以内

３００万円以内

１０年以内

１５年以内

１５年以内

５年以内

原則、勤続２年以上の方
変動金利（個人ローンプライムレート連動 年２回型）
元利均等返済・利息後取のみ ／ ボーナス併用可
充実した保障内容の団体信用生命保険に加入もできます（返済期間１年以上のみ）
・ がん団信
（お借入利率 ＋ ０.１％）
・ 生活習慣病団信（お借入利率 ＋ ０.２％）
がん団信、生活習慣病団信の詳しい内容はお問合せください。
ホームページから各保険商品の概要もご覧いただけます。
審査の結果についてはご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください。

ホームーページで好評受付中
おかしん

ライフイベントローン

検索

