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得割ネット
QRコード

横浜に「都市型ロープウェイ」誕生　「YOKOHAMA AIR CABIN（ヨコハマ エア 
キャビン）」が、「桜木町駅前」〜「新港ふ頭」間（片道約5分）の運行を開始しました。
8人乗りゴンドラが36基、全面アクリルガラス仕様で、横浜の港や街並みをゆっくりと眺
めながら移動します。最大高さ約40m、全長約630mの空中散歩を楽しめます。

Vol.198
かながわライフサポートセンター「かながわ生活相談ネット」　http://www.lifesupport-kanagawa.net
介護や生活全般に関する無料電話相談をお受けしています。一人で悩む前に、まずお電話を！
　　0120−786−579   月〜土曜日 午前10:00〜午後6:00（祝日および年末・年始は休業）

【ホームページからも相談ができます】
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2021神奈川県労働者福祉協議会

かながわライフサポートセンター
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在宅介護に限界を感じていませんか。就業しながらの
在宅介護者は、入浴や食事の世話、日々の排泄、介護費
用などに大きな不安とストレスを感じています。

介護者の介護疲れが慢性化すると家族共倒れになりか
ねません。在宅介護で悩みや不安を感じたら、一人で悩
みを抱えずに専門家に相談しましょう。
「かながわ生活相談ネット」（連合神奈川と労働福祉団

体が運営）は、「社会福祉法人いきいき福祉会」と提携
して、無料の『介護なんでも相談』を受付けています。

これまでにも、「遠距離で
老親が一人で住んでいるが、
最近介護が必要になったよう
でどうしたらよいか…」、「地
域包括センターとのやり取り
がうまくいかない…」などの
相談が寄せられ、介護の専門
家と相談して解決することが
できました。

介護で日々悩みやストレスを抱え人は、国民生活基礎
調査委によると男性56.8%、女性72% と多く、家族内で
孤立することもあります。プライベートな事情であり、

「人に相談できない」や「相談する窓口さえ探せない」
などの悩み抱えている方も気軽に相談ください。

神奈川県労福協は、６月
16日ワークピア横浜におい
て、新型コロナウイルス感
染 症 拡 大 を 防 止 す る た め、
規模を大幅に縮小し代議員
51名の参加のもと、第52回
定期総会を開催しました。

総会の冒頭、吉坂会長は、
❶長期化する新型コロナ禍において国民生活や経済に甚
大な影響を及ぼし、格差や社会の分断がより拡大しつつ
ある。一方で、猛威を振るう自然災害や老後資金問題な
どの課題もあり、『福祉はひとつ』を結集軸にした労働
者自主福祉運動のより一層充実・強化が求められてい
る。❷「タオル一本運動」や

「フードバンク活動」を通して
社会的役割を高めてきた。と
りわけ「お米一合運動」では
5,439kgのお米を寄贈いただ
き心から敬意と感謝を申し上
げる。❸昨年11月に開設した

「介護無料相談」は、介護の専
門家からアドバイスが受けら
れる。一人で介護に悩む組合
員に周知をお願いしたい。❹

貧困をなくし「誰ひとり取り残さない」包摂的で持続可
能な社会をつくるため、労働組合と協同組合がそれぞれ
の役割の発揮と相互連携が極めて重要である。引き続き
皆樣方のご支援・ご協力
をお願いする。と挨拶を
述べました。

その後、来賓挨拶をい
ただき、以降の議事では

「2020年 度 活 動 経 過 報
告、決算報告、監査報告」、

「2021年度活動方針、予算」「2021 ～ 2022年度役員体
制」などが順次提案され、満場一致で承認・決定されま
した。

神奈川県
労福協

「福祉はひとつ」を結集軸に、働く人たちの福祉向上を‼
～神奈川県労福協第52回定期総会を開催～

議案に挙手する代議員

挨拶する吉坂会長

神奈川県
労福協

会　長　吉坂　義正　（連合神奈川）
副会長　佐藤　豊秋　（中央労金神奈川県本部）
副会長　元重　博志　（こくみん共済 coop）
副会長　蓼沼　宏幸　（連合神奈川）
副会長　佐藤　　誠　（連合神奈川）
事務局長　市川　敏行　（連合神奈川）
事務局次長　菅野　秀作　（中央労金神奈川県本部）
事務局次長　天野　裕明　（こくみん共済 coop）
理　事　新　　　敦　（連合神奈川）
理　事　島　　辰夫　（連合神奈川）
理　事　滝澤　欣久　（連合神奈川）
理　事　阿部　嘉弘　（連合神奈川）

理　事　當具　伸一　（神奈川県生活協同組合連合会）
理　事　鈴木　側之　（神奈川県労働福祉センター）
理　事　井村　浩章　（神奈川県労働福祉協会）
理　事　柳井　健一　（横浜労福協）
理　事　藤吉誠一郎　（川崎労福協）
理　事　興邊　義人　（湘南地域労福協）
理　事　小嶋　豊綱　（西湘地域労福協）
理　事　栗原　久遠　（小田原 ･ 足柄地域労福協）
理　事　早坂　淳史　（相模原地域労福協）
理　事　中澤　謙介　（三浦半島地域労福協）
理　事　中尾　隆徳　（県中央地域労福協）
監　事　亀山　隆文　（中央労金神奈川県本部）
監　事　四之宮信賢　（こくみん共済 coop）

【介護ってどうすればいいの？】
一人暮らしをしている父が、転んで入院したけど、 
一人で立てないらしい。これから、介護が必要
かも？誰か相談できる人いないかな･･･

【夫の介護に耐えられない‼】
脳卒中で入院中だった夫が退院することに。
自宅介護となるが、夫にはこれまで 苦労さ
せられてきたため、面倒を見きれない

【トイレの介護がつらい‼】
認知症の父がここ一ヶ月、トイレで粗相をすること
が増えた。行った直後に、また行こうとする…

【ヘルパーの同伴ってどこまで？】
ケアマネさんから、医者に行くときヘルパーが同伴してくれると
言われた。親切はありがたいが、どのくらいお金が かかるの？

者
談
相

介護相談の流れ介護相談の流れ

相談日時の
連絡

家
門
専

相談日時の
連絡

相談 内容に応じて
連絡

1 2

4 3

相談日時に電話相談相談日時に電話相談5

相談者のプライバシーは守ります。対面の相談も可能です。

10:00～18:00
0120-786-579

フリーダイヤル

～月 土曜

たとえばこんな悩みありませんか

【社会福祉法人 いきいき福祉会】は、
生活協同組合・市民が設立した福祉団体として、
地域の世代型セイフィーネット機能を
果たす介護の専門家が在籍しています。

2021～2022年度神奈川県労福協役員

※日曜日、祝日、年末・年始は休業です。

ーかながわ生活相談ネットー

～気軽に「介護なんでも相談」実施中～
介護に悩んでいませんか 話してください介護の問題
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家庭で余った食品を寄付して
もらい、食料支援が必要な人た
ちや団体に届ける「フードドラ
イブ」の活動を広げようと、ユー
コープ22店、イトーヨーカドー
18店、無印良品18店、相鉄ロー
ゼン３店など県内のスーパーで

食品を常時受付けるフードドライブコーナーの設置が増
えています。
「常設のフードドライブ拠点ができとてもありがたい、

一方、コロナ禍で食品の提供量は入庫食品量を上回り、
お米も底をつくのではと心配しています」とフードバン
クかながわの藤田事務局長は話します。

長引くコロナの影響に伴って、食品の提供を受けた利
用者や団体からは、「４月から進学し、バイト代を生活

費に充てています。
生活が軌道に乗るま
でもうしばらく支援をお願いし
ます。（児童施設退所者）」、「就労
している外国人は母国に帰れず、
仕事も打ち切られている方が多
く、多くの食料支援をお願い致し
ます。（外国人の支援団体）」など
の声が届けられています。

夏休みは自宅での食事が増え、子ども食堂の活動が広
がるなど、ますます食品の需要は高まります。

フードドライブ常設するスーパーでは、賞味期限２ヵ
月以上残っている常温保存可能な食品の寄付をお願いし
ています。使わない調味料やレトルトなどがあれば、ぜ
ひ寄付してください。

奨学金返済・教育費負担の軽減のための税制支援を求めます。

中央労福協は、全国で足並みを揃えて、将来的な高等
教育の無償化や無理のない奨学金返済制度への改善につ
なげるため、「奨学金返済・教育費負担の軽減のための
税制支援を求める運動を展開します。

2020年４月にスタートした「大学等修学支援制度」
では、その対象者が低所得世帯の学生に限定されており、

年収の壁によりこれらの制度の支援を受けられない人や
すでに奨学金を返済している人から多くの「不満」や「不
公平感」の声が寄せられています。

将来的な高等教育の無償化や無理のない奨学金返済制
度への改善につなげるため、「奨学金返済や教育費の負
担を軽減するための税制支援を求める」オンライン署名
活動を11月末まで行います。皆さまのご協力をお願い
します。

詳細パンフレット（PDF）を、神奈川県労福協のホー
ムページに掲載しています。

神奈川県
労福協 ～オンライン署名を実施中！～

「ひとり親支援」を知らせる告知板

相鉄ローゼンいずみ中央店

神奈川県生活協同組合連合会は、６月22日、横浜市
内で第70回通常総会を開催しました。新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、昨年に続き規模を縮小して行
い、すべての議案が賛成多数で可決されました。

神奈川県生協連は、コロナ禍の中でも、多くの皆さま
とネットワークを組み、一つ一つの生協がそれぞれの組
合員の生活向上に寄与し、神奈川県に住むすべての人
が「自分らしく、幸せ
に暮らせる」地域社会
づくりに貢献できるよ
うに、「協同連帯の場」
としての役割をこれか
らも果たしていきたい
と考えています。

連合は、働く人の応援団と
して労働相談を常時受け付け
ています。

６月は連合「男女平等月間」
であることから、６月８・９
日の両日にわたり「女性のた

めの連合全国一斉集中労働相談ホットライン」として女
性委員会役員も加わり労働相談活動を実施しました。

連合ユニオン神奈川の鈴木書記長は「新型コロナウイ
ルスの影響が長期化していてパートや契約社員など非正
規雇用で働く女性から『減収』や『雇い止め』、『職場で 
の嫌がらせ』などの相談が寄せられている。まずは一人
で悩まず相談して欲しい」と呼びかけています。

URL http://www.fb-kanagawa.com
Facebook で最新ニュースをアップしています。

フードバンク
かながわ通信 ～ まだまだ食品が不足しています、ご協力をお願いします ～

常設のフードドライブ拠点も拡大しています

女性のための連合全国一斉
集中労働相談ホットライン

「自分らしく、幸せに暮らせる」
地域社会づくりをめざして

総会風景

～仕事で悩むあなたを応援（サポート）します！～ ～神奈川県生協連第70回通常総会を開催～

連合
神奈川

神奈川県
生協連
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こくみん共済 
coop

日頃から中央労金をお引き立ていただ
き、ありがとうございます。６月23日の
通常総会において、中央労金常務理事に
就任しました柳井です。

労金は、戦後の混迷期に労働者の生活
向上をめざすため、労働組合、生活協同
組合、労福協が母体となって「労働者の

ための金融機関」として設立されました。そのため、働
く人の夢と共感を創造する福祉金融機関とその理念に謳
われています。　

日本は、かつてない少子高齢化・人口減少社会に突入
し、多くの労働者が年金・医療・介護など社会保障への
不安を抱えています。とりわけ「老後資金2000万円問題」
以降、老後の資金への不安は増すばかりです。こうした
中、私たちは労金設立の原点に立ち返り、会員組織と協
同で組合員のライフプランを支援し、「働く人のベスト
金融アドバイザー」として役割を発揮していきたいと思
います。

新型コロナウィルスの感染拡大により、お会いするこ
とが難しい方もいらっしゃいますが、webやタブレット
などを積極的に活用し、お役に立てるよう努力して参り
たいと思います。老後の不安を少しでも解消できるよう、
つみたてNISA、iDeCoなどを中心に、引き続きご相談を
いただきますようお願いいたします。

６月19日（土）・６月25日（土）「iDeCo・つみたて
NISAオンラインセミナー」を開催し、当日は合計190名
の方にご視聴いただきました。

セミナーでは外部講師を招き、老後の生活設計や税制
優遇について、iDeCo・つみたてNISAの使いわけ等につ
いて説明しました。

セミナー後のアンケートでは、「資料を見るだけより
先生からのアドバイスがあるので理解しやすく、今後の
資産形成について考えることができた」「老後や節税の
ため、iDeCoやつみたてNISAを早めに始めたいと思った」
等のご意見をいただきました。
〈ろうきん〉のホームページでも様々なWeb動画を配

信しております。今後も会員組合員の皆様のお役に立て
るよう、各種セミナーを通じて有益な金融情報を提供し
てまいります。

【団体生命共済  制度改定】
2022年６月に団体生命共済の制度改定を予定してい

ます。改定内容のポイントは「共済掛金の見直し」と「新
たな特約の新設」になります。
１. 共済掛金の見直し　

団体生命共済の掛金は
組織の平均年齢ではなく、
契約いただいている口数
の平均年齢で掛金が決ま
ります。口数平均年齢が
低いほど掛金が下がる仕
組みです。

次期制度改定では、「（基本契約・病気
入院特約の掛金を）平均15% ～ 20%程度
引き下げ、さらに利用しやすい制度へ変
わります。
２. ニーズに応える保障内容へ　

新たな特約として「がん・急性心筋梗塞・
脳卒中に備える保障」と「就業不能に備
える保障」が新設されます。従来の特約
とあわせて、団体のニーズに合わせた保
障設計ができるようになります。

【新設する特約】
① 新がん等重度疾病診

断一時金特約
　がん・急性心筋梗
塞・脳卒中などの所
定の重度疾病におい
て、診断確定された
場合などに診断一時金をお支払いします。

②休業保障特約
　病気やけがにより就業不能状態となり、その期間が
支払対象外期間を超えて継続した場合に休業共済金を
お支払いします。

第42回県下合同常任研修会を開催
５月13日、㈱FPユニオンLaboの宮越肇先生を講師

としてお招きし、「団体生命共済の活用方法」をテー
マに、労働組合が団体生命共済を活用した共助の制
度を構築する重要性について、リモート形式での講
演をいただきました。常任運営委員の方からは、「民
間保険にはない団体生命共済のメリットを組合員に発信したい」、

「制度改定で新設される精神疾患の休業保障について関心をもった」
など多くの反響をいただきました。

働く人のベスト金融
アドバイザーを目指します

税制優遇を活かして
賢く積み立て

～ 第21回 通常総会開催 ～ ～ iDeCo・つみたてNISAオンラインセミナー開催 ～

2022年6月 団体生命共済が変わります！
～組合員・協力団体の助け合いの広がりにより、さらに利用しやすい制度へ～

お問い合わせ先
〈中央ろうきん〉お客様相談デスク
TEL：0120-86-6956（平日9時～ 18時） 2021年6月1日現在

中央
労金

中央
労金

中央労働金庫
常務理事　
柳井　健一
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６月19日（土）、三浦
半島地域連合・労福協の
共催の『新型コロナウイ
ルス禍、３密回避企画、
油壺マリンパーク貸切り
企画』イベントを万全の
感染対策の上、開催しま
した。

油壺マリンパーク閉園
の決定を受け、応募が殺
到し、抽選の結果、当選

した組合員が参加しました。無料
招待の児童施設（59名）など1,076
名が参加する大イベントとなりま
した。

当日はあいにくの雨でしたが、
久々の野外イベントであり、参加
した組合員は傘をさしながらも色々なイベントを満喫し
ていました。

連合神奈川30周年を祝うイベントとして今回企画し、
約200点の景品を用意した大抽選会では、参加者から大
好評をいただきました。

小田原・足柄地域労福協
では、６月５日（土）に小
田原・足柄地域連合との共催行事として「2021年勤労
者パークゴルフ大会」を、６月12日（土）には、地域
労福協独自の行事として「2021年ファミリー潮干狩り」
をそれぞれ開催しました。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、パークゴル
フ で は33名・ 潮 干 狩
りは40名と例年と比
較して少ない参加人数
となりましたが、可能
な限りの感染予防対策
をおこなうことで安心
して参加していただく
ことができました。

自粛生活が長引くな
か、誰でも気軽に楽し
めるパークゴルフで日
頃の運動不足の解消と
会員相互の親睦を深

め、気持ち良い汗をか
きながらプレーを楽し
むことができました。

潮 干 狩 り に は ８ 労
組・14組 の 家 族 に 参
加していただけまし
た。天候にも恵まれ、
子どもたちが一生懸命
にアサリを探す様子や
干潟の生き物を観察す
る姿もみられ笑顔があ
ふれる、家族サービス
のお手伝いができまし
た。

イベントの実施には厳しい状況が続きますが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大予防対策を十分に配慮しつつ
地域連合との共催行事や、地域労福協独自の行事にも、
これからも可能な限り取り組んでいきます。プレー風景

全体集合写真

潮干狩り風景

集合写真

新型コロナウイルス禍3密回避、油壺マリンパーク貸切企画
〜雨の中、1,000名を超える参加者が閉園前のマリンパーク満喫〜

大空の元で、2年振りに
イベントを再開！!

コロナウイルス感染予防対策をおこないつつ、
地　域
労福協
だより

三浦半島
地域労福協

小田原・足柄
地域労福協

タオル一本運動では、525本寄贈し、フードドライブでは、
副食97点・47キロ、お米72キロを寄贈！
　三浦半島統一メーデー実行委員会では、５月末まで『タオル一本運
動』及び『フードドライブ活動』を展開しました。新型コロナウイル
ス感染防止の観点から、式典は大幅に人数を減らし、インターネット
会場でも開催する異例の形態となりましたが、各組織で積極的に取り
組んでいただき、タオル525本が集まりました。集まったタオルは「鎌
倉児童ホーム」などの施設に寄贈しました。
　また、フードドライブでは、副食97点・47キロ、お米72キロが集まりました。集まった食
材は「フードバンクかながわ」を訪れて、寄贈しました。構成組織・団体のご協力に感謝します。

鎌倉児童ホームへ寄贈
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未成熟な大豆を収穫したもの。昔は枝付きのまま扱われる事が多かったために

「枝豆」と呼ばれるように。塩茹でした枝豆はお酒のアテに最高。ニューヨークな

どでも「EDAMAME」として人気。山形特産の「だだちゃ豆」や丹波地方特産

の黒豆品種の「丹波黒大豆枝豆」、千葉県君津市には晩成種の「小糸在来」。だだちゃ

豆も 早生品種で甘みが強い「甘露」、主力品種「白山」など奥が深い。

◎まずは選ぶ
　枝つきで売られているものを買う。選び方は、一枝
に沢山付いている、さやがふっくらとしてしっかり実
が詰まっている、枝に残っている葉が青く新鮮、さや
が緑色で産毛がびっしりと付いていて産毛が立ってい
るものが最高。

◎上手に保存
　新鮮なうちに茹でる事が大切。すぐに茹でられない
なら、乾燥しないように新聞紙にくるむか袋に入れ、
冷蔵庫に入れる。保存する場合は茹でたものを冷凍す
る。その場合は少し固めに茹でるのがポイント。食べ
る時は凍ったままもう一度沸騰している湯の中に投入
し、中の豆が十分に暑くなるくらいでさっと茹でてか
らザルにあげ、塩を振って食べる。

◎ポイントは茹で方
　茹でる時の塩分濃度は、湯の量に対して4％がベスト。
それが最も枝豆が持っている甘味を引き出す濃度。①
中の豆にまで塩味が入りやすいように、サヤの両端を
落とす。②サヤをボールに入れ、荒塩を振って塩もみ。
③塩もみしたら5分から10分程塩をなじませる。塩の量

は、茹でる水の量に対して1％（水1ℓに対して10ｇ）。
④水に対して3％程の塩（水1ℓに対して30ｇの塩）を
加え、沸騰させている湯の中に、塩をなじませたサヤ
を投入。（塩もみに使った塩と鍋に入れる塩で、4％に
なる）⑤２分から３分程度で一つ取り出し食べて、固
さを見る。後の余熱で火が通るので、まだ少し固いか
なと思う位が丁度良い。⑥ザルにあげ、好みでさっと
塩を振り、よく混ぜる。うちわなどであおぐなどして
冷ます。冷水で一気に冷やすと水っぽくなる。

◎すごい力だ、枝豆
　豆と野菜の両方の栄養的特徴を持った栄養価が高い
野菜。タンパク質、ビタミンB1、カリウム、食物繊維、
鉄分など豊富。ビタミンB1は消化液の分泌を促し糖質
をエネルギーに変えるのを助けるので、スタミナ不足
の解消に効果。枝豆のタンパク質にあるメチオニンは
ビタミンB1、ビタミンＣと共にアルコールの分解を促
し、肝機能の働きを助ける働きがあり、飲み過ぎや二
日酔いを抑える働きがある。カリウムを多く含むので、
ナトリウムを排泄し、高血圧に効果。利尿作用もあり、
むくみの解消にも。

最大 ２６４名 最大 １２７名 最大 １１７名 最大 １１７名

最大 ８２名 最大 ６０名 最大 ５４名 最大 ４１名

最大 ３５名 最大 ３３名 最大 １４名 最大 ４５名

労働組合割引あり！

会議・研修・セミナー・大会・総会・式典・イベント
様々なシーンで利用可能！

駅から徒歩５分の好立地 １年以上先の予約も可能！

新型コロナウイルスの感染対策もバッチリ！

ワークピア横浜
〒
横浜市山下町
日本大通り駅から徒歩 分
神奈川県民ホール隣

※ソーシャルディスタンス版最大収容人数※

：

：

【ご予約・お問い合わせはこちら】【ご予約・お問い合わせはこちら】

おしどり・くじゃく かもめ・やまゆり おしどり くじゃく

かもめ やまゆり いちょう 201

301 302 303 ユーフォーニー

おいしく食べて、いつも元気においしく食べて、いつも元気に
枝豆（英語 green soy beans / EDAMAME）食
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前回の正解
【応募方法】
❶ まちがいさがしの回答（8個）。まちがっている箇所のマスの座標をご記入ください。
　 単独マスの座標の場合…英字と数字（Ａ－1、Ｂ－2等）
　 複数のマスの座標にまたがる場合…複数の英字と数字（Ａ・Ｂ－１、Ｃ・Ｄ－５等）、もしくは、英字と
　 複数の数字（Ｂ－１・２、Ｃ－３・４等）　※同じマスに複数のまちがいがある場合もあります。
❷ 住所、氏名、勤務先を明記の上、ご応募ください。
❸ 応募には「かながわ労福協」7月号に対するご感想、ご意見を必ずご記入ください。
❹ 応募は、メールまたはＦＡＸ、ハガキでお送りください。
　 ※メールの件名には【クイズ応募】と入力してください。
❺ 当選発表は図書券の発送をもってかえさせていただきます。
❻ 締切　2021年8月31日（火）

【宛先】 〒231-0026  横浜市中区寿町1－4 かながわ労働プラザ5F 
 神奈川県労福協  編集委員会あて　メール：rofuku＠kanagawarofukukyo.com　
 FAX：045－227－6291

下に並んだ２枚の絵を見比べて違っている箇所を8個探してください。（画：西澤  修 氏）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

8
ま

ち

の
つ

がい

し
が

さ

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円）を進呈いたします。

　下記の施設に「利用券」のご提示により、割引料金にてご利用
いただけます。
　「利用券」をご希望されます方は、神奈川県労福協
ホームページよりダウンロードできます。

　県労福協・県生協連が加盟する「かながわCo-ネット」では、
協同と協同組合の価値を地域に発信していくことを目的に、

「協同組合のつどい」を開催します。

労福協指定の「海の家」があります。

この夏『得割ネット』のホームページを活用し、お得な割引きを！!
　神奈川県労福協・県内６地域労福協・８中小企業勤労者福祉サービスセンターでは、会員の皆様に手軽に「会員サー

ビス」をご活用いただくために、ホームページを開設し、提携店舗の紹介や新着情報の発信を行っています。
　ホームページには、大規模施設や地域密着型の店舗を、グルメ・ショッピング・学ぶ・レジャー・生活・旅
行のジャンル別に454店舗を掲載し、「得割ネットサービス内容（割引き等）」を掲示しています。是非、ご利用ください。

「かながわ労福協」をご愛読いただき、ありがとうございます。今号は、今までのお送り先に加え、連合
神奈川の機関紙「CURRENT（カレント）」と共にお送りさせていただきました。本機関紙のお問い
合わせなどにつきましては、神奈川県労働者福祉協議会（TEL 045−227−6290）へお願いします。

編集室より

読者のお便り ○ フードバンクの「お米一合運動」は、コロナ過の中でとても素晴らしい取り組みで賛同します。団体・
会員から多くの寄付が集まっていることに力強さを感じました。（横浜市中区・Ｈ様）

○ コロナ禍で、経済的影響が出ている方が多くなり、フードバンク活動の意義、重要性について改めて再認識しました。組合を通じ積極的
に活動に参加していきたいと思います。（横浜市緑区・Ｋ様）

○ 生活相談ネットの円グラフは興味深かったです。今回の間違い探しはとても難しく子供と楽しくできました。また期待してます！（相模原市南区・Ｎ様）

労福協指定海の家
湯河原・吉浜海岸「協同組合加盟の海の家」
大人800円　小人400円

日　　　時：８月２日（月）　13：00 ～ 15：20
開 催 方 法：zoomを用いたウェビナー方式
講演テーマ：「協同組合のアイデンティティを考える」
講　　　師：田中夏子氏
※詳しくは、県生協連ホームページをご覧ください。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

1 2 3 4 51 2 3 4 5

「かながわ協同組合のつどい」を開催します

得割ネット

神奈川県労福協



表紙のページ作成にあたり、YOKOHAMA  AIR CABINより写真等のご提供いただきました。
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神奈川県庁
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横浜市中区役所●

近隣にもみどころがたくさん…
近隣の新高島駅付近には、京急
ミュージアム、原鉄道模型博物
館、アンパンマンこどもミュー
ジアムなどがあります。

●かながわ労福協vol.198（2021年7月発行）　●発行責任者／市川  敏行
●発行所／神奈川県労働者福祉協議会　横浜市中区寿町1－4 かながわ労働プラザ5階　☎045（227）6290

アリエいらみとなみ町木桜

世界の国々と日本を結ぶ重要な港町として発展してきた横浜。文明開化と密接な関係があるおしゃれ
でハイカラなベイエリアには、今も異国情緒漂う独特な雰囲気が残っています。歴史を感じる建造物
と近代的なアミューズメント施設、整備された海辺の公園など見どころが数多くあります。シンボリック
な横浜ランドマークタワーや大観覧車、真新しいヨコハマエアキャビンなどの絶景を望むことができる
一方で、潮騒を感じながらゆったりした散策が楽しめるスポットです。

神 奈 川 ぶ ら り 散 歩

京急ミュージアム
昭和初期から活躍した「京急デハ230形」展示
のほか、沿線を忠実に再現した「京急ラインジ
オラマ」や運転体験コーナー「鉄道シミュレー
ション」、工作体験ができる「マイ車両工場」
など多様な展示や体験をいただく施設です。

原鉄道模型博物館
世界的に著名な鉄道模型製作・
収集家である原信太郎氏の選り
すぐった約1,000点の鉄道模型
及び鉄道関係コレクションを展
示・走行させています。

ヨコハマベイエリアの“歴史や景色”に触れ、
海の香りを感じる公園をぶらり散歩
ヨコハマベイエリアの“歴史や景色”に触れ、
海の香りを感じる公園をぶらり散歩

新型コロナ感染症の影響がありますので、必ず各施設とも、開館時間等詳細はホームページでご確認ください。

かつて「太平洋の白鳥」と呼ばれ、船員
を養成する練習帆船として活躍しました。

帆船日本丸❷

明治／大正の煉瓦造建築が人気の横
浜を代表する観光スポット。老舗店、土
産ショップなどのショッピング施設です。

横浜赤レンガ倉庫❽

日常生活では触れる機会の少ない最先
端の科学技術を、遊びながら学べる参加
体験型のテクノロジーミュージアムです。

三菱みなとみらい技術館❶

150年以上の日本人の海外移住の歴
史、そして移住者と日系人の現在の
姿を伝える資料館。料金 入館無料

JICA 海外移住資料館❺

横浜の港はここ象の鼻地区
から始まりました。歴史性
や象徴性を活かしながら賑
わいや交流の場を生み出す
ため、広場や緑地として整備しています。

象の鼻パーク❾

❸
横浜港の歩
み と 歴 史、
横浜港の働
きや仕組み
を楽しく学
ぶことがで
きる博物館。
本格的な操
船シミュレーターが人気で、年に数
回の特別展も開催しています。

横浜みなと博物館 ❼
日本の周辺
海域の現状
と海上警備
の重要性を
学べる資料
館です。九
州南西海域
工作船事件にかかる工作船及び回収
物などを保存・展示しています。
料金 入館無料

海上保安資料館 横浜館

�
人気作品「機動戦士ガンダム」の 40 周年を
記念して、山下ふ頭で 2022 年 3 月 31日ま
での期間限定の「動く18mの実物大ガンダム」 
が展示されています。

「GUNDAM FACTORY 
 YOKOHAMA」

❹
1911年に開通した臨港鉄道の一部、
約500mを利用した海を渡る遊歩道。
レールや橋梁が当時を偲ばせます。
みなとみらいのビル群のスカイラインが
楽しめ、桜
木町駅から
横浜ワール
ドポーター
ズへの近道
にもなって
います。

汽車道

❻

インスタントラーメンにまつわる様々な展
示や体験工房などを通じて、発明・発見
の大切さやベンチャーマインドについて楽
しみながら学べる体験型食育施設です。

カップヌードルミュージアム横浜

�
横浜港の玄関口で、海外・国内の大型客船が
寄港する「横浜港大さん橋 国際客船ターミナ
ル」は、屋上広場は天然芝と船の甲板をイメー
ジしたウッドデッキ仕上げで開放的な空間に
なっています。

横浜港 大さん橋国際客船ターミナル❾

�

�

❶ ❷
❸

❹

❺
❻

❽

❼


