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心のふるさと千万町楽校

国島 征二

伊藤 勝彦

第97期通常総代会開催 ／ LIFE「熱中症を予防しよう！」
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ぜまんじょうがっこう

千万町楽校
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岡崎信用金庫では、地域で活躍するさまざまな方を応援しています。
このコーナーでは、文化、芸術、スポーツの分野で活躍する方を紹介していきます。
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千万町楽校
至名古屋

★

ました︒夢と希望あふれる山里の宝

きくだしちょう

千万町町・木下町は︑岡崎市額田
を活かしたふるさとづくりの拠点と

ぜまんぢょうちょう

数戸の小さな集落

です︒緑の山々に囲まれ︑清流乙川

ターであるとともに︑餅つき体験・

して︑地域のコミュニティーセン

野外ジャズ・ひな人形展など︑市民

岡崎東ＩＣ

宮崎郵便局を
すぎて
次の角を左折
急坂を約４ＫＭ
名電山中

名高

本宿

速道

路

本宿町沢渡

音羽蒲郡ＩＣ

至東京
名電長沢

千万町楽校

魅力を感じ創作活動をされている若
手アーティストを中心に展開される
﹁山里アート﹂は︑2016年の作品
展をきっかけに︑多くの方に山里の
魅力を発信しています︒
岡崎市の水源地である乙川源流部
と岡崎市の中心部との交流の一環と
して︑山里での活動を知っていただ
くきっかけとなればと︑当金庫資料

千万町楽校を拠点として誕生した山里アー

トは︑
﹁岡崎市額田地区の山里に根ざして芸術

創作活動に取り組んでいる作家の作品の魅力

や奥深さ︑素晴らしさをできるだけ多くの人

に知ってもらいたい﹂という願いから始まり

ました︒

山里アートで活動している作家は︑彫刻︑

陶芸︑木工︑手紡ぎ︑染織︑蒔絵︑トンボ玉︑

切り絵︑ガラス︑リサイクルアートなど多岐

にわたります︒日本はもとより世界を舞台に

活躍する作家たちが︑額田という山里の魅力

に魅せられて移り住み︑山里に根ざして活動

し発信しています︒山里アートを通して山里

千万町楽校﹂開催に

の魅力を感じていただければ幸いです︒

今秋も﹁山里アート

荻 野 嘉 美 さん

千万町・木下
ふるさとづくり委員会

地区にある戸数
が流れる豊かな自然に恵まれたこの

ジビエBBQ・山の小さな音楽会・

2010年に学校としての歴史に

のみなさんの交流の場として活用さ

ぜまんじょうがっこう

地に﹁千万町楽校﹂はあります︒
幕を閉じた千万町小学校は︑地域の
れています︒

線

なかでも︑額田地区という山里に

人々が集い︑笑顔と笑い声が響き合
う交流の拠点﹁心のふるさと千万町

新東

藤川

館 に て 2 0 1 8 年 よ り﹁ 山 里 ア ー ト ﹂
を開催しています︒
今回は︑千万町・木下ふるさとづ
くり委員会の荻野嘉美さんと︑山里
アートで活躍されるアーティストの
方々にシリーズでお話を伺います︒

向けて︑作家一同創作活動に励んでいます︒

ぜひ︑山里の地に足をお運びください︒
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楽校﹂として新たなスタートを切り
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額田の山里に根ざし、
アートの力を活かしたふるさとづくりを

さん

せいじ
●くにしま

額田で暮らし、創作活動する芸術家たち

当金庫本店2Fホール前に設置

Seiji Kunishima

初めて海外で展覧会を開いたのは

年くらい前でしょうか︒メールも

作りたいと考えるようになり︑

歳

人の評価よりも︑自分の思うものを

翻弄される危険性を感じていました︒

にも情報過多で︑私自身の生き方が

ける中で︑大都会での生活はあまり

それから二十数年︑作家生活を続

も影響していると思います︒

で感じてきたことが︑今日の作品に

世界中の人たちと関わり︑美術を肌

本を行き来する生活をしていました︒

なり︑永住権を取得︒アメリカと日

ンゼルスなどで展覧会を開くように

けです︒その後ニューヨーク︑ロサ

廊へとたどってこられたのがきっか

カ文化センターを通じて名古屋の画

たまたま私の作品を見かけ︑アメリ

ヨーク州立大学の教授が来日した際︑

インターネットもない時代︑ニュー

50

続けたいと思います︒

額田から世界に向けて作品を発信し

要素として取り入れて︑これからも

得られるエネルギーを作品の一つの

りません︒山里に暮らし︑自然から

ではと言う人もいますがそうではあ

に暮らしていると創作はできないの

都会から離れ︑山里で仙人のよう

ご縁のあった額田に家を建てました︒

になったのを機に帰国︒石を通じて

60

国島 征二
彫刻家
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サンフランシスコ空港に設置

1937年、愛知県名古屋市生まれ。81歳。
作品は石の彫刻のほかにブロンズ作品、アクリル絵
の具を使ったドローイング、エッチングやリトグラ
フの版画作品など多彩。額田に移住してからも、世
界中で展覧会を開催、作品を発表し続けている。

山里に暮らしてからは、自然のすごさ、必要性を日々実感しています。
自然とかかわり対話することが、発想や制作の原点となっています。
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高校卒業後の進路を決めかねてい

たとき︑担任から陶芸の職業訓練校

を進められたのがきっかけで陶芸の

道に進みました︒陶芸は土を練ると

ころから始まり︑造形し︑焼いて販

売するところまで自分でします︒最

初から最後まで携われる仕事がした

いという思いがありましたので︑陶

年︑僕の陶芸教室へ通われ

芸家になることに迷いはありません

でした︒

平成

なと思える作品が作れるよう︑日々

品作りをしています︒少しでもいい

まざまな色との調和を考えながら作

しさに惹かれ︑碧・赤・黒など︑さ

の緑を写しこんだような織部釉の美

ントがあふれています︒山里の木々

造形の中には︑さまざまな創作のヒ

じものがない自然が織りなす色彩や

本︑花びら1枚と︑ひとつとして同

何気なく見ている山の緑や枝の1

自然から毎日刺激がもらえます︒

のできるここでの暮らしは︑豊かな

四季の移り変わりを肌で感じること

ありますが︑街中では気づきにくい

べると︑生活するのに不便な部分は

ました︒それまで住んでいた街と比

話を聞き︑家族で木下町へ移り住み

ていた生徒さんからたまたま額田の
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模索しています︒
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伊藤 勝彦
陶芸家

1965年、愛知県津島市生まれ。53歳。
瀬戸市赤津町で陶芸を学び、わずか数年で東海伝統工
芸展入選（以降20回入選）、日本伝統工芸展入選（以
降4回入選）など、多くの賞を受賞。
1998年、額田・木下町に家族で移住・築窯する。
7月25日㈭〜31日㈬、豊橋ほの国百貨店にて、
伊藤勝彦個展開催。

Katsuhiko Ito

便利なものは何もないけれど、ないところが気に入っています。
四季折々の自然を身近に感じられる山里から、毎日刺激をもらっています。
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暮らしに役立つ情報ページ

熱中症を予防しよう！

Life

熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境で長時間過ごすことで、体の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働か
なくなり、体に熱がこもってしまう状態になることです。
初夏や梅雨明けなど体が暑さに慣れていない時期に、気温が急上昇するときは特に注意が必要です。
高齢者や子どもなど、暑さを感じにくく調整ができない人への注意も大切ですが、熱中症は、いつでも、どこでも、
だれでも、条件次第で発症する危険性があります。

熱中症の症状・程度

熱中症になりやすい人

軽 度…現場での応急処理で対応できる
立ちくらみ
（脳への血流が瞬間的に不十分になったことで起こる）
筋肉痛、筋肉の硬直
（発汗に伴う塩分不足で起こるこむら返り）
大量の発汗、生あくび
中等度…病院への搬送を必要とする
頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、だるさ、集中力や判断力の低下
重 症…入院して集中治療の必要がある
意識障害、けいれん、手足の運動障害
高体温（体に触ると熱い。）

こんな日は熱中症に注意…

高齢者や子どもなど、暑さを感じにくく調整ができない人
屋外で働く人
台所で火を使う人
スポーツをする人
暑さに慣れていない人
体調不良の人（睡眠不足、二日酔い含む）

気温が高い、湿度が高い。照り返しが強い。
風が弱い、
日差しが強い。急に暑くなった。

熱中症を予防するには
暑さを避ける。
外出時はなるべく日陰を歩く、帽子や日傘を使う。
家の中ではブラインドやすだれで直射日光を遮り、扇風機や冷房で室温が28度をこえないように調整する。
ポイント

服装の工夫
理想は外からの熱の吸収を抑え、体内の熱をスムーズに逃がす服装。
素 材……吸収性や通気性の高い綿や麻などがおすすめ。
デザイン…熱がこもらないように、襟ぐりや袖口があいたゆったりした服装がおすすめ。
その他……炎天下では黒色系の素材を避けましょう。
ポイント

こまめな水分補給
暑い日は知らず知らずのうちに汗をかいて、体内の水分が失われています。のどが渇く
前からこまめに水分補給をしましょう。ただし、コーヒーや緑茶などのカフェインを多
く含む飲み物やアルコール類は利尿作用があるのでおすすめできません。汗をかくと水
分と一緒にミネラルやビタミンも失われます。水分補給だけでなく、ミネラルも補給す
るようにしましょう。ちなみに、スポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補給できます
が、糖分が多いのが欠点。飲みすぎには注意が必要です。ミネラルを補給するには麦茶
などの方がいいでしょう。日常生活の場合、1日1.2L以上の水分を補給しましょう。

ポイント

暑さに備えた体作り
日頃から30分程度ウォーキングやランニングなどの運動で汗をかく習慣を身につけることも大事な予防法で
す。また暑さに体を慣らしておきましょう。
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第97期

当金庫通常総代会開催
２０１９年６月１４日、第９７期通常総代会を当金庫本店大ホール
にて開催しました。

大林市郎 会長

田中秀明 理事長

−新任理事・新任監事−

新任理事

氏原
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久元

新任理事

生田

卓史

新任監事

尾崎

一元
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19 南 の 風定期預金
定
金
2019年６月１４日（金）〜 2019年９月２５日（水）

ライフスタイルに合わせて 3 つ のお預け入れ方法
金利
UP

金利
UP

0.110 （

税引後

）

年0.087％

0.115 （

税引後

）

年0.091％

0.150 （

税引後

）

年0.119％

おかしん「２０
１
９南の風」定期預金
２０
１
９年６月１
４日（金）〜２０
１
９年９月２５日（水）
個人のお客様（個人事業主を含む）

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
︶

スーパー定期 １年定期 自動継続（元金継続または元利継続）
１年経過後は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前に公
表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。※満期金の支払いは、満期日が休業日の場合は翌営業日となります。
１口１
０万円以上（窓口の場合、原則として新規預入または１
０万円以上の増額）
ＡＴＭでのお取り扱いの場合、１回につき 現金１
０万円以上２００万円以下（紙幣２００枚まで）
振替１
０万円以上５００万円以下（ご本人口座からの振替のみ）
満期日以後に一括して払い戻します。
窓口でお預け入れの場合…………………………………１年０．
１１０％
（税引後０．
０８７％）
ＡＴＭでお預け入れの場合…………………………………１年０．
１１５％
（税引後０．
０９１％）
インターネットバンキングでお預け入れの場合……………１年０．
１５０％
（税引後０．
１１９％）
やむを得ず中途解約をされる場合は、上記金利は適用されず、お預け入れ日から解約日までの当金庫所定の中途解
約金利が適用されます。
２０
１
３年１月１日から２０３７年１
２月３
１日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税（０．
３
１
５％）
」が課税されるた
め、２０．
３
１
５％（国税１
５．
３
１
５％、
地方税５％）の税金がかかります。
お預け入れ時の金利を約定利率として初回満期日まで適用します。
初回満期日以降は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前
に公表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。
満期日が当金庫休業日の場合のお支払いは翌営業日となります。
マル優もご利用いただけます。（窓口でお預け入れの場合のみ）
この預金は預金保険制度の対象商品です。（預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金
者お一人様あたり一金融機関ごとに元本１，
０００万円までとそのお利息が保護されます。）

