2019

5

VOL.778

ふれあい探訪
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刈谷市歴史博物館
アティックアート活動 ボックステｨッシュ リニューアル／岡崎信用金庫

講演会
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見て︑触れて︑体験できる
刈谷市の歴史に親しみ︑学ぶことのできる多機能型博物館

ᙺƺɸଗɨଗ

▲国の天然記念物 小堤西池のカキツバタ群落
（日本三大カキツバタ自生地）
問い合せ先 刈谷市役所文化観光課
TEL 0566-62-1037

豊かな洲原公園など︑美しい自然環境

カキツバタ群落で有名な小堤西池や緑

また︑国の天然記念物に指定された

並び︑活気に満ちあふれています︒

術を駆使した自動車関連産業の工場が

しています︒市の中央部には最先端技

時代の先駆けとなる多くの人材を輩出

古くは刈谷城の城下町として栄え︑

ぐ逢妻川の下流に面しています︒

し︑西三河平野西部にある衣浦湾へ注

刈谷市は︑愛知県のほぼ中央に位置
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▲特徴的に折り重なる大きな屋根には、地元特産の三州瓦が使用されています。
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▲大きな窓から自然光が差し込む明るく開放的な
白色のレンガと木を基調としたエントランス。
図書コーナーで刈谷に関係する書籍を閲覧する
こともできます。

▲窓の外には刈谷城の石垣をモチーフとした
石垣塀が特徴的な庭園を望むことができます。

も守られています︒

刈谷市は﹁産業と文化が調和したも

のづくりのまち﹂として飛躍的に発展

してきました︒岡崎信用金庫は︑刈谷

市に5店舗︵刈谷･刈谷日高･東刈

谷・半城土･一ツ木支店︶を構え︑地

域の中小企業のみなさまの事業発展の

お手伝いに努めています︒

今回は︑刈谷市歴史博物館を訪ねま

した︒

年3月 日オープン

見て︑触れて︑体験できる歴史博物館

平成

年3月 日にオー

24

が開催中です︵5月

企画展﹁初代刈谷藩主

日㈰まで︶
︒

水野勝成展﹂

数回開催されます︒現在は︑開館記念

化に関するさまざまな企画展示が年に

史上の人物や貴重な遺跡など︑歴史文

また﹁企画展示室﹂では︑刈谷の歴

など︑見どころがたくさんあります︒

テーマごとに紹介する﹁歴史ひろば ﹂

ば ﹂︑ 刈 谷 の 特 徴 的 な 3 つ の 時 代 を

り道具︑万燈を展示する﹁お祭りひろ

雨乞笠おどりを中心に実物の山車や祭

は︑大名行列・山車祭︑万燈祭︑野田

鉄筋コンクリート造2階建ての館内

プンしました︒

拠点として︑平成

谷市の歴史に親しみ学ぶことのできる

資料の保存･継承︑調査･研究と︑刈

刈谷市歴史博物館は︑刈谷市の歴史

24

31

19

ぜひ一度︑足を運んでみてはいかが

でしょうか︒
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刈谷市歴史博物館は、見て、触れて、体験して学ぶことができる施設です。
今回は中心となる展示室「歴史ひろば」と「お祭りひろば」の見どころを紹介します。

1階
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大名行列・山車祭、万燈祭、野田雨乞笠おどりの３つの
祭りを中心に、実物の山車や祭り道具の展示をはじめ、
万燈を担ぐ体験や臨場感あふれる映像が楽しめます。

ひ

▲大名行列・山車祭で曳く、迫力のある山車2台が展示されています。
細かな細工など美しい装飾が近くで見られます。
▲大万燈展示
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お祭りひろばには体験用に大・中 基の万燈が設置して
あります。万燈を担いで、祭りの雰囲気が味わえます。

スメ！
これもオス

今年は
まん

ど

まつり

天下の奇祭「 万 燈 祭 」

7月27日㈯
28日㈰

刈谷市を代表する天下の奇祭「万燈祭」。万燈とよばれる高さ約５㍍、重さ約
60㌔の竹と和紙で作られた張子人形を若衆が一人で担ぎ、笛や太鼓のお囃子に
合わせて舞い踊ります。
愛知県の無形民俗文化財に指定されている「刈谷万燈祭」
は、岡崎信用金庫刈谷支店の近くにある秋葉社の祭礼で、火難
防除・町内安全を祈願する祭りです。毎年７月の最終土曜日と
翌日の日曜日の２日間開催され、１日目は「新楽」、２日目は
「本楽」と呼ばれています。日が沈むと色鮮やかで巨大な万燈
に火が灯され、真夏の宵闇に浮かぶ万燈が舞い踊る様子は、実
に勇壮で、見る人の心を魅了します。

Topics

写真提供：刈谷市観光協会

※刈谷万燈祭については刈谷市観光協会（℡0566-23-4100）でご確認ください。
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2階
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刈谷の特徴的な つの時代として「刈谷の縄文時代」、
「刈谷藩と城下町」、「刈谷発の近代化」をテーマに、
刈谷の歴史を紹介します。

◀刈谷城模型
タブレット端末を
模型にかざすと、
城下町を歩く人の
姿など立体的に人
物や背景を紹介し
ます。

豊田自動織機Ｇ3型▶

2階
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刈谷の歴史文化に関するさまざまな企画展示を年に数回開催します。
歴史上の人物や貴重な遺跡など毎回テーマを定め、深く掘り下げた
内容の展示を行います。

ᚉᚃ

5月19日㈰まで

7月23日㈫ 〜 9月1日㈰

初代刈谷藩主水野勝成展

「はこぶ」ものたち

〜「鬼日向」のいくさとまちづくり 〜
刈谷藩の初代藩主である水野勝成は「鬼日
向」の異名でも知られるように、武勇の面で注
目されてきました。
水野勝成の武勇に関する資料を展示するとと
もに、福山（現在の広島県）藩主としての城下
町開発に関わる資料も取り上げ、内政で発揮さ
れた優れた手腕についてもご紹介します。

逢妻

JR東海道本線

−運搬事始メ−

永楽銭紋黒熊毛二枚胴具足
(福山市賢忠寺蔵)

錦絵

鉄道・刈谷駅の誘致や、
株式会社豊田自動織機製
作所自動車部が生み出し
た国産第一号乗用車など、
近現代の刈谷市の産業発
展は、運搬技術の発達と深
く関わっています。
運搬する乗り物を模し
た玩具や、実際に用いられ
た民具をご紹介します。

東京市街鉄道馬車萬世橋通行ノ景（当館蔵）

Information

駅
48

熊野町6丁目

詳しくは、
ホームページを
ご確認ください。

逢妻川

境 川

刈谷市
歴史博物館
刈谷市体育館
体育館南

亀城公園
刈谷
球場

寺横町

刈谷北高

秋葉社
郷土資料館

51

岡崎信用金庫
刈谷支店

線
河
三
警察署

鉄

名

刈
谷
市
駅

司町

公共交通機関ご利用の場合
・名鉄三河線「刈谷市」駅下車、徒歩約15分
またはバス「逢妻駅南口行」→「刈谷市体育館」下車
・JR東海道本線「逢妻」駅下車、南口から徒歩約15分
またはバス「東刈谷駅北口」→「刈谷市体育館」下車
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住
所：愛知県刈谷市逢妻町4丁目25番地1
電話番号：0566-63-6100
休 館 日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始など
開館時間：9時〜17時
入 館 料：無料（企画展示室は企画ごとに異なります）
駐車台数：81台（身障者用駐車場3台）
駐車場利用可能時間（博物館の休館日を除く）：8時45分〜17時15分まで

お車をご利用の場合
・伊勢湾岸自動車道 名古屋南IC・豊田南ICから約20分
・国道23号線（知立バイパス）
名古屋方面から「一ツ木IC」から約15分 豊橋方面から「野田IC」から約20分
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アティックアート活動 ボックステｨッシュ リニューアル
当金庫がアティックアート活動の一環として作成して
いるノベルティグッズの一つであるボックスティッシュ
のデザインをリニューアルしました。ボックスティッ
シュは、平成24年度より毎年度リニューアルをしており、
今回で８作目となります。
平成31年４月18日㈭、愛知県立岡崎特別支援学校に
おいて、当金庫田中理事長より原画作者のみなさんへ記
念品を贈呈しました。なお、採用原画は、当金庫本宿支
店１階ロビーに６月28日㈮まで展示しておりますので是
非お越しください。

ボックスティッシュに採用された原画一覧
愛知県立岡崎特別支援学校

後藤絢人さん「ちょうちょ」

西田響さん「虹色のカニ」

都築佳太さん「やさい４きょうだい」

本宿支店１階ロビー展示風景

梅本聖也さん「ワニ」

廣中佑樹さん
「日本全国の水族館のカクレクマノミ」

中鳥居太一さん
「メンフクロウ」「亀」

鶴田紗奈美さん
「HANA」

本田葉月さん「きんぎょ」

羽佐田悠人さん
「ゆうと」

杉浦清名さん
「はな」

岡崎信用金庫 講演会
平成31年４月16日㈫、福和伸夫 名古屋大
学教授・減災連携研究センター長をお招きし、
『本当のことを話して必ずくる震災を乗り越え
る』をテーマに講演会を開催しました。
講演会では、30年以内の発生確率「70％〜
80％」
とされている南海トラフ巨大地震に対す
る防災対策の必要性について、参加された地元
行政機関担当者や企業経営者の方々にわかりや
すく講演いただきました。さらに、南海トラフ
巨大地震が発生した時に「製造業が強い中部圏
を災害から守ることが、日本の未来にとって重
要である。」ことを強く提言されました。
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Life
今日から う！
始めよ

Life

暮らしに役立つ情報ページ

健診と生活習慣改善で
健康管理をしよう

健診の主目的は、病気の発見でなく病気の予防にあります。がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病は自覚症状がないままに進行す
るものがほとんどです。健診を受ければ、その結果から異常の早期発見や生活習慣病を引き起こす危険性のある乱れた食生活や過度
の飲酒、喫煙、運動不足などの日頃の生活習慣の体への影響にいち早く気づくことができます。

健康診断活用度チェック

健診を受けた後は
生活習慣を改善するチャンス

□ 年に一度は、必ず健診を受けている。
□ 健診の結果は毎年保存している。

健診結果が基準値の範囲内だから大丈夫！そん
なふうに思っていませんか？
しかし
「異常なし」
だからといって、生活習慣に
問題がないとは限りません。
異常値に近い結果や年々数値が異常値に近づ
いている検査項目があれば、原因となる生活習
慣の改善を始めましょう。

□ 結果を確認し、自分なりの改善目標を立てている。
「要精密検査」
などの判定が出たら必ず医療機関
□「要治療」
を受診する。
□ 健康管理について相談できるかかりつけ医がいる。
□ 健診の結果に一喜一憂せず、基準値はあくまで目安と心得る。
□ 健診の前だけ節制せず、普段通りの生活で受けている。
□ がん検診や骨密度検査など、年齢別のリスクに応じた
検査も受けている。

ポイント

運 動 〔忙しくてもできることから始めましょう。〕
運動というと身構えてしまう人も多いかもしれませんが、わざわざ時間を作らなくても大丈夫。
「スポーツは好きじゃない」
「忙しくて運動どころではない」
という人は、こまめに体を動かす習慣をつけましょう。
なるべく階段を利用する。
移動はできるだけ徒歩や自転車にして、近場への車使用を控える。
家事
（掃除等）
の時間を増やす。

ポイント

食 事 〔基本はバランス〕
エネルギー量の計算に悩んで三日坊主になるよりも、食事のバランスを考える
ことが大事です。野菜は不足しがちなので、意識して摂るようにしましょう。
調理法や
食材の工夫で
エネルギーダウン

ポイント

揚げる・炒める→焼く・蒸す→茹でる。
魚のフライ→焼き魚。
牛ロース→牛もも脂なし。

飲 酒 〔飲み続けたいなら守ろう〕

週2日連続して休肝日を作る。
つまみは野菜や低エネルギーのたんぱく質にする。

ポイント

禁 煙 〔何度でも禁煙にチャレンジ〕

禁煙外来を活用する。
一度失敗しても諦めず、応援してくれる人に助けを求める。

健康管理のために年１回は健診を受けてからだの状態を確認し、生活習慣を
見直しましょう。ポイントを守り、健診結果を上手に活用しましょう。
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守り育てる資産運用をご提案します
毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
０８％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、
外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、
基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、
買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.24％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、
換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.029４％
（税込）
を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

発行／岡崎信用金庫 編集／総務部
電話︿〇五六四﹀二五│七一一七
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

詳しくは当金庫の窓口または

加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

