


　古い駅舎のよさを生かしながら、北欧ファブリックを多彩に使用してお
洒落なカフェに。日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞を受
賞。　駅やカフェとしてだけでなく、地元の人たちに開かれた場所、憩い
の場に生まれ変わった都田駅。観光スポットとしても注目を浴びている。
　フィンランドのブランド「マリメッコ」の正規取扱店として、ファブリック
製品や陶器、雑貨などのアイテムが並ぶ「マリメッコギャラリー」。季節ご
との限定アイテムもあり。　ヴィンテージ家具がレイアウトされ、ゆったり
とした中にも創造性あふれる「Art&People」。地元作家の作品を展示
するギャラリーも併設され、誰でも自由にくつろげる。　薪ストーブのある
暮らしを体感できる「薪ストーブギャラリー」。デザイン性と機能性を兼ね
備えた様々な種類の薪ストーブを見ることきができ、実際に火入れ体験
もできる。　北欧の世界を感じさせるスローな風景が目の前に広がる「ド
ロフィーズガーデン＆ヒル」。

　掛川駅から新所原駅までをつなぐ天竜浜
名湖鉄道の「都田駅」。もとは木造の無人
駅でしたが、2015年に待合室と一体化した
北欧風のカフェに生まれ変わり、現在では東
京や関西からも人が訪れる注目スポットにな
っています。駅カフェの壁を彩る200枚以上
のパネルは、マリメッコなどの北欧ファブリック
を使ったハンドメイド。木製のシャンデリアや
ヴィンテージの小物…、アート感覚あふれる
空間でのカフェタイムは素敵な時間になりそ
うです。

　北欧スタイルのスローな暮らしやオーガニッ
クな生活を提案するドロフィーズキャンパスに
は、インテリアや雑貨のショップ、カフェレストラ
ンなどが点在し、訪れる人を魅了しています。
施設はすべてリノベーションされたもので、古
民家がギャラリーになったり、古い蔵が本屋に
なったり。地元を巻き込みながらのまちづくり
は、まだまだ続きそうです。
　古き良き日本と北欧のライフスタイルとの素
敵な出会いの中に、日々 を大切に暮らしていく
ヒントを見つけてみませんか。

　「地域の人が集まれる場所が欲しい」と
いう声を受け、この駅カフェが誕生した背景
には、改装を手掛けた地元の建設会社の
人たちの「昔から大切にされてきたものを残
しつつ、都田の魅力を発信したい」、「地域
と自然、人が共存するライフスタイルを提供
したい」という思いがありました。“スローライ
フが始まる駅”というキャッチフレーズに導か
れて、駅から13分ほど足を延ばせば、都田
のもう一つの新名所、北欧のようなのどかな
風景が広がる世界が待っています。
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約8,000坪の敷地内に約18の施設が並ぶドロフィーズキャンパス。
北欧スタイルの暮らしが地元に溶け込んだエリアを
のんびり気の向くままに、めぐりましょう。

◎森を歩いたり、自転車に乗ったり。「自然と共存する、気持ちいい暮らし」
◎良い物を少し持ち、大切に使う。「シンプルで持続可能な暮らし」
◎良い物を適量食べ、体を動かす。「健康で体にいい暮らし」

お話をうかがった方「ドロフィーズキャンパス」浜松市北区都田町2698-1 （都田建設）
［電　車］●天竜浜名湖鉄道から徒歩13分
［クルマ］●JR浜松駅から車で約40分　●東名 浜松西I.C.から車で約20分
都田駅「駅cafe」
天竜浜名湖鉄道 都田駅舎内　11：00～16：00　ラストオーダー15：30　火～木曜定休

アクセス

都田建設 ドロフィーズ
インテリア課マネージャー
インテリアアーティスト
木野 ゆり奈さん

人生にとって大切なキーワード、
夢（Dream）・愛（Love）・自由（Freedom）・仲間（’s）を意味する、
都田建設さんによる造語です。
「シンプル、長く使える、機能美、地球と体に良い、美しい」の
5つをテーマに人と人の繋がりを大切にしています。

⑤9sense dining

⑥ドロフィーズカフェ

①「ドロフィーズインテリア」

③北欧ファブリック「ファブリック」

②オーガニックワインギャラリー「エノテカ」

日本初、マリメッコなど
北欧デザインの代表的なブランドの
生地を約300種類を切り売りで
販売している。

体にも環境にやさしいオーガニックワインが40種類ほど揃い、購入が可能。

北欧のスローライフな生活・ライフスタイルを提案するインテリアショップ。
北欧家具や雑貨、食材などを販売している。

⑦白のMINKA
日本文化と北欧デザインを融合させ、
自然と人の共存をイメージした宿泊施設。
遠方から訪れた人や
ワインを楽しみたい人にも好評。

④蔵で旅するbook store
築100年を越えるお蔵をリノベーションした本屋。
好きな本との出逢いから、
心の中で自由な旅ができる悦びを提案。

ストウブ鍋を使ったヘルシーな創作コース料理やランチなど、
心も体も喜ぶ料理を楽しめる。
※季節によってメニューが変更する場合がございます。

パスタやパンケーキ、ダッチコーヒーなど、
体にやさしいナチュナルフードを北欧名作家具に座って味わえる。



おいしい食べ物や特産品、
文化や伝 統を守る職人さ
ん…知っているようで知ら
ない地元のいろんな「色」
にフォーカスするシリーズ。

今回は、19世紀イギリスの教会を
彩っていたステンドグラスの
光と色の芸術をご紹介します。

様々な色ガラスを組み合わせて板状にしたも
のがステンドグラスです。ガラスの表面に顔
料で絵付けを施し、焼成した細片を鉛で接合
し、模様や画像を描き出しています。本来は教
会の窓などに用いられ、キリストの生誕から
始まる聖書の話を、紙芝居のように表現する
ことで、文字の読めない多くの大衆にわかり
やすく伝える役割を果たしていました。

光と色の芸術。ステンドグラスとは
展示されているステンドグラスの大部分は、
19世紀イギリスのヴィクトリア朝時代にイギ
リス各地の名工房で制作され、その後、数奇
な運命を辿って日本へやって来た傑作揃いで
す。聖書の物語がわかる連作パネルや、聖母
マリアの生涯を描いた9枚組のバラ窓などの
作品を、そこに描かれている図像の解説や、技
法の説明とともに鑑賞することができます。

見応えあり！コレクションの特徴

円形のバラ窓は19世紀フランスの工房作。
明るい色目がイギリスのものと対照的

掛川市ステンドグラス美術館は、ステンドグラスでは国内初の公立美術館です。掛川市在住の鈴木
政昭氏が収集した19世紀イギリス、ヴィクトリア朝時代の作品約70点の寄贈を受け、2015年に開
館しました。美しさを鑑賞するだけでなく、解説講座や制作体験など学ぶこともできる美術館です。

十数年かけて収集した約70点の作品とともに美術
館建物も鈴木政昭氏の寄贈

●光を浴びて輝くステンドグラスは、季節や時間によって表情を変える光のアート。
　壁面に組み込まれたLED照明による展示と比べて観るのも楽しい。
●教会の高窓を飾っていた当時のステンドグラスは、はるか上方の幻想的な作品。
　館内では目線の高さ、間近な距離で鑑賞できるため、繊細な技巧までじっくり見られる。
●連作パネルの展示では、解説と合わせて鑑賞することで、聖書の物語が見えてくる。
●イギリスに近い雰囲気で作品を観られるのは、曇りの日や薄暮の時間帯。

顔料で描いた後、600℃近い熱
で焼成し、その後、調子付けを施
す表現方法。何百年も同じ色彩
が保たれる。

●寄付者名の刻印
日本の寺社でも燈籠などに寄付
者名が刻まれるが、教会でもス
テンドグラスの下に寄付者名入
りのものがある。

●シルバーステイン
金色を着色する際に用いる顔料
で、王冠などの金属や聖人の光
背の意匠などに用いられ、光を
通すと金色に輝く。

掛川市
ステンドグラス美術館
池田 恵美子さん

春のステンドグラス体験講座
フランス製のアンティークガラスを使用した、古
典技法によるステンドグラスの制作を体験できる
3日間のコースです。
◆平成31年3月9日（土）・10日（日）・11日（月）の
　3日間（午前・午後コース）
◆参加料 6,000円（受講料・材料費込）
◆定員 各コース12名
※詳細は掛川市ステンドグラス美術館へ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ご利用案内

●古典技法

［開館時間］ 9：00～17：00
　　　　（入館は16：30まで）
［休館日］施設メンテナンス日
　　　　※詳細はお問い合わせ下さい。
［入場料］ 一般 500円 中学生まで無料
［お問合せ］ 掛川市ステンドグラス美術館
     静岡県掛川市掛川1140-1
     TEL.0537-29-5680



今回は…『心も身体もリフレッシュ！気分転換ができるスポット』をご紹介します。
あなたの街のJA職員が、こっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2019年2月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。

松崎町の市街地から県
道15号線を川沿いに上
流へ4㎞程上り、温泉入
口から更に700ｍほど
上ったところに「大沢荘
　山の家」はあります。
川にかかる橋を渡った
向こう岸の建物にある
野天風呂は、底からボコ
ボコと47度前後の豊富
な自噴温泉が湧き出て
いて、冷えた心と体を温
めてくれます。

ＪＡ伊豆太陽 関大輔さんおすすめ
大沢荘・山の家

ＪＡ伊豆太陽 金融部 関大輔

賀茂郡松崎町大沢川之本445-4　TEL.0558-43-0031
http://www.onsen-navi.net/yamanoie/
［営］5月～8月8：00～21：00、9月～4月9：00～21：00
年中無休

自然の中で源泉かけ
流しの温泉を堪能す
ることができます

函南町桑原にある仏の
里美術館には、平安時
代の「薬師如来像」や鎌
倉時代の「阿弥陀三尊
像」など、二十四体の仏
像群が展示されていま
す。全国的にも貴重な
文化財もあり、県内外か
らも多くの方々が訪れ
ています。興味のある
方は是非、ご来場くださ
い。とても心が癒せます
よ。

JA三島函南 今野未来さんおすすめ
かんなみ仏の里美術館

JA三島函南 大竹支店 今野未来

田方郡函南町桑原89-1　TEL.055-948-9330
http://www.kannami-museum.jp
［営］10：00～16：30　［休館日］ 毎週火曜日、12月29日～1月3日
※火曜日が休日の場合は、直後の平日

ボランティアガイドの
みなさんが、館内を説
明しながらご案内して
くださいます

水墨画家『佐々木鐵心』
さんによって作られた画
禅庵は20年以上前から
水墨画ギャラリーとして
地域の方々に親しまれ
ています。建物には全国
から集めた古木が多く
使用されており、街中と
は思えない森の中にい
るような落ち着いた雰
囲気が味わえます。
1000点以上の作品の
中から毎月テーマ別に
展示された作品を鑑賞
できます。

JA遠州夢咲 長嶋千都さんおすすめ
ギャラリー画禅庵（がぜんあん）

JA遠州夢咲 六郷支店 長嶋千都

菊川市本所2221-5
TEL.0537-35-4559
http://www.suiboku-gazenan.com
［営］10：00～16：00　不定休

手作りのお菓子と紅
茶でひと休みするこ
とができ身も心も癒
されます

花束・フラワーアレンジメント・観葉植物や、かわいい雑貨やハーバリウムが取
り揃えられた店内はナチュラルな雰囲気でとてもおしゃれです。ご予算に合
わせた注文ができ、オーナーの大石さんが親身に相談に乗ってくれます。季
節のお花をアレンジする教室「ワークショップ」にも力を入れておられ、季節
の植物を使ったアレンジが楽しめると人気です。ワークショップでは、お花と
の触れ合いだけでなく、お話しをしたり、息抜きをしたりと、色々な形で楽し
めるのも醍醐味の一つ。オーナーの大石さんが提案する「さりげなく一輪を
飾るような、花のある暮らし」をあなたも始めてみませんか。

静岡県信連 杉山美帆さんおすすめ
フラワー大石

静岡県信連 ＪＡ企画推進部 杉山美帆

静岡市清水区蒲原小金371-2
TEL.054-385-3480　
http://web.thn.jp/flower0014/index.html
［営］9：00～19：00（祝祭日は曜日に関わらず営業） 不定休

アプリのダウンロードは
こちら

JAバンク静岡がプロデュースし
た子育て応援アプリ「paJAma
（パジャマ）」静岡県の子育てママ・
子育てパパへ、毎日新しいお役立
ち情報をお届け！

子育て応援アプリ『paJAma』を
ダウンロードのうえ、アプリ内のク
ーポンを提示し、2,000円以上ご
購入いただくと素敵なプレゼント
がもらえます。ぜひ一度足を運ん
でみてください。



改正前 改正後

高齢化が進み家族や相続のあり方が変わる中、2018年7月に民法の相続に関する規定が約
40年ぶりに見直されました。残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の
権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
今回は、遺産分割や遺言制度に関する見直しについてご紹介します。

￥

￥
￥ ￥

預金

払戻し
不可×

次男 長男 葬儀等 葬儀等

￥預金

払戻し可
OK

次男 長男

被相続人 被相続人

被相続人

被相続人

長女 長男 配偶者

遺産の先渡しを
受けたものと
取り扱われる

遺産の先渡しを
受けたものと
取り扱う必要なし

生前贈与
生前贈与

長女 長男 配偶者

仮払い制度等の創設・要件明確化

［遺産分割に関する見直し等］

改正前 改正後

見直しの
ポイント

見直しの
ポイント

①預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和します。
②預貯金債権×1/3×法定相続分（一金融機関上限150万円）につ
　いては、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における
　支払を受けられるようにします。

遺産分割が終了するまでの間は、
相続人単独では預貯金債権の払い戻しができません。

●このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いです。
●遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となります（法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する）

配偶者保護のための方策（持戻し免除の意思表示の推定規定）
長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策

（平成31年7月1日より施行）

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものと
して取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に
贈与等がなかった場合と同じになります。

生前贈与等された居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものとし
て取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得するこ
とができます。

→被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されません。 →贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。

相続された預貯金債権の仮払い制度について

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応で
きるよう、２つの仮払い制度を設けることとします。

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用の建物又はその敷地を遺贈又は贈与した場合については、
原則として、計算上遺産の先渡し（特別受益）を受けたものとして取り扱わなくてよいこととします。

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも
払戻しが受けられる制度を創設します。

￥￥ ￥

+



改正前

改正前

改正後

改正後

税理士　柴原一

財産目録+遺
言
書

財産目録+遺
言
書

遺
言
書

遺
言
書

法務局における自筆証書遺言の保管制度（平成32年7月10日より施行）

［遺言制度に関する見直し］

相続開始後に遺言書の
写しの請求・閲覧が可能

法務局
（遺言書保管所）

遺言者

現状 問題点

●自筆証書遺言に係る遺言書は
　自宅で保存されることが多いです。

●遺言書が紛失するおそれがあります。
●相続人により遺言書の遺棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあります。
●これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあります。

財産目録には署名押印をしなければならないので、
偽造も防止できます。

自書によらない財産目録を添付することができます。

現行法の規律

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要があります。

自筆証書遺言の方式緩和（平成31年1月13日より施行）
自筆証書遺言に関する見直し

財産目録も全部
自書しなければ
なりません。

遺言書の全文を自書する必要があります。

全部の手書きは
負担が重い・・

法務局における遺言書保管制度が新たに設けられました

公的機関である法務局で自筆証書遺言を保管できるようになります。法務局には死亡届を提出する必要があるので、そこと連動
すれば遺言書の存在を相続人全員に知らせることができるようになります。
これにより、遺言書の紛失を防ぐと同時に、意図的な隠ぺいや偽造を防ぐ効果も期待できます。遺言書に関する変更点としてはこ
れが一番大きなものとなっています。

原本保管 画像データ化

従前は
この方法のみ

仏壇・金庫等で
保管

検認（家庭裁判所）

新制度

保管の
申請も可能

相続人

死
亡
後

他の相続人

法務局

検認
不要

遺
言
書
の

写
し

相続人の一人から遺言書の写しの
交付・閲覧がされたら、
他の相続人に遺言書が
保管されていることを通知

通知

見直しの
ポイント

見直しの
ポイント

自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりし
て遺言を作成することができるようにします。

パソコンで目録を作成OK!
通帳のコピー添付OK!



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

平成31年3月31日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

H31/2 第32号
今回の色図鑑では「掛川市ステンドグラス美術館」をご紹介しました。結婚式場や教会で眺める
ことはあっても、なかなか間近で見ることのないステンドグラス。各パーツによって違うガラス
の風合いや、細かい絵付けなど、近くで見るからこそ楽しめる味わいがあります。ガラスは質感
も色もさまざま。200～300種類もあるガラスサンプルを見せていただいて、自分好みのス
テンドグラスを作ってみたくなりました。天候や日の光の加減によって表情を変えるのもステン
ドグラスの魅力。時間や季節を変えて鑑賞してもおもしろそうですね。

郵便ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

見本
お米券2kg
…10名様

マリメッコ
エプロン…1名様

ケシの花をモチーフにしたウニッコ柄。
お料理タイムの気分が上がります。

ロータリー
キャンドルホルダー…1名様

北欧発祥のキャンドルホルダー。
ろうそくの熱で
モチーフが
くるくる回ります。

携帯ルーペ
…3名様

掛川市ステンドグラス
美術館オリジナル。
開くとライトが光ります。
※絵柄は選べません。

ファイル＆
コースター…3名様

掛川市ステンドグラス
美術館オリジナル。
美しいデザインで高貴な気分に。
※絵柄は選べません。

ご応募いただいた方の中から抽選で、
ご希望の商品をプレゼントします。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせください。

JAバ
ンク

対象商品 : 住宅関連資金の全て（賃貸住宅資金を除く）

応募方法 : 対象商品をお借入いただいた時点で、自動的に応募となります（応募手続き不要）
※キャンペーンにあたり、お借入時にお届けいただいたお客様の個人情報を利用させていただきますので、予めご了承ください。
　なお、取得した個人情報は、本キャンペーン以外に利用いたしません。
※お借入のお申込みにつきましては、ＪＡ及び保証機関において所定の審査をさせていただきますが、審査の結果によっては
　お申込みをお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
※詳しくはお近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。

対 象 者：借入金額1,000万円以上かつ10年以上お借入いただくお客様
※期間中に対象商品をお申込み、かつ2020年３月31日（火）までにお借入いただいたお客様が対象となります。

発送時期 : プレゼントはお借入いただいた月の２か月後にお届けいたします（予定）
＜例＞ お借入 ： 2019年２月 → プレゼント発送 ： 2019年４月
※お借入日の翌月から６か月以内にお客様がお受取りになられない場合、プレゼントは失効いたしますのでご了承ください。


