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・2㌔︶が開通し
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▲半田・乙川駅間の阿久比川を渡る混合列車
（明治末期から大正初期写） 半田市提供

るために敷設されました︒当時は鉄

豊港︵衣浦港︶から陸揚げし運搬す

東海道線を引くための建設資材を武

ました︒半田線︵現在の武豊線︶は︑

武豊・熱田間︵

工事が開始され︑翌

武豊・半田・名古屋間︵半田線︶の

明治

武 豊 線の歴 史

・JR亀崎駅駅舎
・JR半田駅跨線橋

乙川
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▲成岩地内（神戸川橋梁と思われる）を1150（第２次）型機関車が
けん引して走る貨物列車（昭和10年頃）
半田市提供

▲明治43年11月に半田駅跨線橋（写真左奥）が完成、明治45年2
月に駅本屋の増改築が完成（明治45年以降）
半田市提供

※JRの業務についての質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。
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道建設に必要なレールや鉄橋の桁︑

機関車や貨車など資材のほとんどが

イギリスから輸入されていました︒

武豊線のレールもイギリスから輸入

されたものでしたが︑枕木や線路の

下に敷いた砂利は日本のものが使わ

れました︒現在のような建設技術も

輸送手段も限られる中︑工事着工か

らわずか7カ月という短期間で開通

することができたのは︑当時の鉄道

局長 井上勝氏の統率力に加え︑工

事に集められた村人たちが海岸堤防

年9月︑

工事で経験豊富であったことなどが

挙げられています︒明治

駅︵

・3㌔︶を走ります︒

進められ︑現在は大府から武豊まで

史の中でディーゼル化そして電化も

しを支えています︒130余年の歴

搬︑通勤通学など多くの人々の暮ら

えた後も︑沿線の工事や農産物の運

となりました︒資材運搬の役目を終

が設置され︑武豊線は大府・武豊間

されるときに当時の大府村に大府駅

東海道本線の工事が三河方面に開始
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今回は武豊線に揺られ︑日本最古

が当時の風情を今へと伝えています︒

ミツカンミュージアム︑味噌蔵など

いの酒蔵︑酢づくりの歴史を伝える

中心とした醸造業が盛んで︑沿線沿

れた知多半島は︑古くから酢や酒を

温暖な気候︑良質な地下水に恵ま
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の亀崎駅舎と半田駅跨線橋を訪ねま

した︒
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半田

参考資料／
武豊線物語（C11265蒸気機関車保存会・半田市・半田市教育委員会編集・発行）

東成岩

半田市教育委員会事務局

TEL：0569-23-7341

武豊

Information

時の姿を今に見ることの出来る貴重

日本最古といわれる木造駅舎で︑当

亀崎駅の駅舎は︑現存するものでは

た︒開通より2カ月前に新設された

高・熱田の各駅が営業を開始しまし

産標がありますので︑ぜひ探してみ

舎入口の壁のどこかに当時の建物資

れされて大切に使われています︒駅

さを感じさせないほどきれいに手入

ち着いた外観や木製の看板など︑古

所在地：半田市亀崎常盤町2丁目地内

積みを見ることができます︒

なっている旧ホームでは︑当時の石

てください︒また︑今は駐輪場と

「建物資産標」
駅舎がいつ建てられたかという
竣工日が書かれているプレート。

な産業遺産です︒
現在も多くの方に利用されている

駅名看板は、国鉄民営化後につけら
れたものですが、駅の雰囲気に合わ
せたレトロな木製の看板です。

木造平屋建ての駅舎は︑赤茶色の落

亀崎駅駅舎について詳しくは、
「半田市ホームページ」をご覧ください。

JR亀崎駅駅舎

年︵1886年︶3月に開通
19

し︑武豊・半田・亀崎・緒川・大

明治

を運ぶため︑愛知県初の鉄道として

JR武豊線は東海道線の建設物資

〜日本最古の駅舎︑開業当時の面影を残す駅〜

撮影 ポイント
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〜日本最古の跨線橋︑半田から各地への旅の玄関〜
駅で見かける︑向かい側のホーム
こ せんきょう

年

へ移動する時に渡る線路をまたぐ橋
のことを﹁跨線橋﹂と言います︒
半田駅にある跨線橋は︑明治

月に建設されまし

支柱には﹁明四十三鐡道新橋﹂と
文字が鋳込まれています

を見ると時代を感じることができま

す︒

また︑ホームそばにある赤レンガ

造りの油倉庫は︑跨線橋と同じ明治

年に建てられたもので︑当時は夜
す︒ペンキの塗り直しや手すりが取

ていました︒今は使われていません

間信号機の火に使う灯油が保管され

JRで最も古いものと言われていま

らず使用されている跨線橋としては︑

橋﹂の文字が見られます︒昔と変わ

た︒橋の支柱には﹁明四十三鐡道新

︵1910年︶

43
ＪＲ半田駅跨線橋について詳しくは、
「半田市ホームページ」をご覧ください。

り付けられたりと丁寧に保守されて

所在地：半田市御幸町110

が当時のまま保存されています︒
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半田駅の北側には最後に武豊線を走った
「C11265蒸気機関車」が随時展示されています。
隣の鉄道資料館は第1・第3日曜日のみ開館
（10時〜15時）入館無料
※鉄道資料館は事前に問い合せを（℡0569-23-7341）。

いますが︑木製の壁や鉄製の柱など

▲跨線橋と同じ明治43年（1910年）に建てられた油倉庫

43

JR半田駅跨線橋

カメラを持って
ぶらり旅！

Life

暮らしに役立つ情報ページ

Life

かかりつけ医をもちましょう
「かかりつけ医」とは、主に健康に関することをなんでも相談でき、必要な時に
は専門医や専門医療機関を紹介してくれる、地域の診療所・クリニックのことで
す。「ちょっと体調が悪い」「風邪っぽい」など体に異変を感じたとき気軽に診て
もらったり、「健康診断結果がよく分からない」「予防接種を受けたい」など、病
気以外の健康に関わる相談ができる身近で頼りになる「かかりつけ医」をもつこと
は様々なメリットがあります。
今回は、わたしたちの強い味方「かかりつけ医」についてご紹介します。

なぜ「かかりつけ医」が必要なの？
かかりつけ医は、ちょっとした体調不良などのときに気軽に相談できます。治療が必要ならそ
の場で対応してもらえますし、難しい病状などがあればすぐに専門医や大きな病院を紹介しても
らえます。自己判断で受診を控えたり、間違った対応をしているうちに重症化してしまうといっ
たことを防ぐことができます。

病気の早期発見や早期治療に◎

日ごろの健康状態や病歴などを把握しているので、適切な治療が受けられます。
また、科の違う複数のクリニックに通われていても、クリニック同士で連携して
治療状況などを共有することができるので、的確に治療を進められます。

気軽に受診でき、専門医・総合病院との連携も◎

受診の手続きが簡単ですぐに診察してもらえます。もしも、入院や精密検査
などが必要となった場合、適切な病院・診療科を紹介してもらえます。

診察のほかに健康相談も◎
病歴を踏まえた食事のアドバイスや生活習慣など、様々な健康管理の相談も聞いてもらえます。
特に高齢のかたは、要介護認定を申請するときに必要となる「主治医の意見書」を正確に書いて
もらえるので、本人はもちろん家族も安心してかかりつけ医にまかせることができます。

「かかりつけ医」を探そう！
「かかりつけ医ってどこで探せばいいの？」と思われる方も多いかと思います。
風邪や予防接種・健康診断など、まずは気軽に診察を受けてみましょう。いざとい
う時、通院しやすい自宅や勤務先に近い診療所・クリニックがおすすめです。ま
た、各市町村や保健所、医師会では地域の医療機関を紹介しています。
かかりつけ医は、長くおつき合いする“家族の強い味方”です。まずは相談から始
めて、「親身になって話を聞いてくれるか」
「説明は分かりやすいか」など、自分に
あったかかりつけ医を探しましょう。

自宅から近く通院しやすい
話を親身になって聞いてくれて、症状や治療について
分かりやすく説明してくれる。
参考：厚生労働省
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新築移転オープン！
平坂支店

４月13日㈪、平坂支店を新築移転オープンいたしました。
新しい平坂支店は、旧店舗跡地に新たに25台分の駐車スペー
スを整備するなど、お客さまの利便性向上に努めました。
地域の皆さまにより一層ご愛顧いただける店舗を目指してい
きます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

岡崎信用金庫
新 平坂支店
●
平坂橋

平
坂
入
江

平坂如月西

新店舗は、旧 平坂支店の
駐車場に移転しました

〈移転前〉

〒444−0305

岡崎信用金庫
旧 平坂支店
●

〈移転後〉
西尾市立
平坂小学校

〒444−0305

西尾市平坂町字細出24−1
西尾市平坂町字細出15−1

TEL：0563−59−6488
電話番号は変わりません

新型コロナウイルスに関する
相談窓口のご案内
岡崎信用金庫では、今般の新型コロナウイスルの感染症拡大により
直接的または間接的に影響を受けられた、または、今後影響を受ける
恐れのあるお客様を対象に、金融支援に取り組んでいます。

各営業店（市役所出張所を除く）に相談窓口を
設置しておりますので、お気軽にご相談ください
6
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おかしんインターネット支店限定

THE OKAZAKI SHINKIN BANK

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

オカザえもん定期預金
取扱期間

2020年 ２月１日㈯ 〜 2020年 ９月30日㈬

1年もの預金金利

年 0.27％（

税引後

年0.215％

）

※本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。

商品名

オカザえもん定期預金

販売対象
預金の種類
預入金額

税

金

その他

2020年2月1日㈯〜2020年9月30日㈬

支払方法

満期日以降に一括して払い戻します。

おかしんインターネット支店にお取引のある個人のお客さま
スーパー定期1年、
自動継続
（元利継続）
1口10万円以上
（1円単位）

金利
（税引前） 1年もの預金金利：年0.27％
（税引後
中途解約

取扱期間

年0.215％）

やむを得ず中途解約をされる場合、上記金利は適用されず、
お預け入れ日から解約日までにおける当金庫所定の中途解約金利が
適用されます。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息には「復興特別所得税
（0.315％）
」が課税されるため、
20.315％
（国税 15.315％、地方税 5％）
の税金がかかります。
本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。
本商品はおかしんインターネット支店限定商品です。当金庫本支店の窓口およびATMでのお取引はできません。
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
（継続日）
におけるスーパー定期の店頭表示金利を適用します。
マル優はご利用いただけません。
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1人さまあたり１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。）

詳しくは おかしんインターネット支店コールセンター

0120−914−101にお尋ねください。

○苦情処理措置 本商品の苦情等は、
当金庫営業日におかしんインターネット支店または顧客相談室（9時〜17時、
フリーダイヤル：0120-102-156）にお申し出ください。
○紛争解決措置 愛知県弁護士会（電話：052-203-1777）、
愛知県弁護士会西三河支部（電話：0564-54-9449）の紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、
利用を希望されるお客さまは、
当金庫営業日に上記顧客相談室または紛争解決センター（10時〜16時）にお申し出ください。

発行／岡崎信用金庫
編集／地域振興部
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp

【口座開設のお申込み方法】

インターネット支店の口座お申込みはWEB上で完結！健康保険証と顔写真つき本人確認書類を撮影！

スマホ申込
おかしんアプリを
ダウンロードしてください。

Step1
おかしんアプリ

WEB申込
詳しくはこちら

http://www.okashin.co.jp/lp/app/index.html

おかしんアプリを開いて「おかしんインターネット支店」
欄の「申込み」を選択してください。
Step2
「スマホ申込」を選択して「口座開設のお申込み」を選択
してください。
規定を確認し各項目を入力してください。
Step3 確認メールが届きますので、受付確認用URLにアクセスし
ていただき口座開設のお申込みが完了となります。
後日、お取引に必要なカード等が郵送されます。
Step4 「契約者ID」とお申込み時に設定していただいた「初回ロ
グインパスワード」を利用してログインを行ってください。

事前に本人確認書類の画像をご利用端末に
保存してからお申込みください。
詳しくはこちら

詳しくは当金庫HPをご覧ください。
http://www.okashin.co.jp/
internetstore/account/index.html
― お申込みに関する注意点 ―
総合的な判断により口座開設をお断りさせていただく場合がござい
ます。なお、お断りさせていただいた理由につきましてはお答えで
きませんのであらかじめご了承ください。
郵便不着等で郵便物をお受取りいただけない場合は、お客さまへの
確認なく口座開設を取り消しさせていただく場合がございますので
あらかじめご了承ください。
受付時間9：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

ココ イー 支店 インターネット支店

0120-914-101

※コロナ感染拡大防止のため、当面の間１２
：
３０〜１３
：
３０まで休止時間を設けさせ
ていただいております。なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

