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　エコぴょん託児　

　　～組合員活動時の集団託児～

【ＣＯ･ＯＰ共済ニュース】

お問合せ先：生活クラブ愛知本部

052-899-0770

　エッコロ共済は、組合

員どうしのたすけあい

を、月 100 円の掛金で

仕組みにしている共済で

す。

　2018 年 度 は、 エ コ

ぴょん託児 ( 集団託児 )

が昨年度より多く利用さ

れました。

子ども ( 小学２年生ま

で ) のいるお母さんが、

委員会や試食会などに参

加しやすいようにと、「子

育てたいへんだよね」、「助けてあげるね」、「お手伝いしま

すよ」のやさしい気持ちがいっぱい詰まっているたすけあ

いの共済です。託児があることで、いろいろと参加ができ

て勉強になります。本当にありがたいしくみです。　

　　　　　　　　　　　　　　　（担当理事　纐纈智子）

組合員どうしをつなぐ
たすけあいの活動をすすめました。

エッコロ共済、生活クラブ共済ハグくみ、CO･OP共済を通じて、

たすけあいを広める活動を行いました。組合員どうしのつながり

をつくるエッコロ講座、暮らしに役立つライフプラン講座、便利

を見直すくらしの見直し講演会などの活動を行いました。地域福

祉委員から 2018 年度の活動を報告します。

２０１８年度地域福祉委員会活動
4 月 14 週

　ハグくみで
　　　たすけあおう

生命保険の満期を見越してＣＯ･ＯＰ

共済に加入しました。掛金、割戻金、

保障内容など遜色ないのでとても満

足しています。今回の共済金の支払

いのスピードにも驚いています。

　　　　　　（つばさ　K・M さん）

CO･OP 共済・ハグくみの事例：お支払い内容や共済金請求書類については、契約内容・請求内容によっ
て異なります。   詳しい内容は、加入申込書付きチラシをご覧ください。

《たすけあい》共済契約引受団体：日本コープ共済生活協同組合連合会・生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会
生活クラブ共済ハグくみ契約引受団体：生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会・生活クラブ生活協同組合（神奈川）
共済に加入するには、出資金を支払い、生活クラブの組合員になることが必要です。

　２０１8年９月も
制度改定でよくなりました

CO･OP共済

月100円の助けあい

エッコロ共済

CO･OP 共済
ありがとうの声

2018 年 度

は、CO･OP

共済ジュニア

20コースの 契 約 数 NO.1 を ア

ピールしながらオススメしまし

た。キャンペーンのときには、

CO･OP 共 済 の こ と を 知 ら な

かったという方にまだまだ出会

います。組合員のたすけあいの

思いがつまった CO･OP 共済の

よさを、一人でも多くの人に伝

えていきたいです。お気軽にご

質問ください。また加入してい

る方は、ちょっとしたケガ通院

でも遠慮しないで請求してくだ

さいね。　( 事務局　森みゆき）

　　　ハグくみ ・ CO･OP共済

愛知年間目標　5２0件　を達成しました！
　　　加入＆呼びかけ　ありがとう！祝

総件数

612 件
    の加入

3/31 現在

　２０１８年度 " ハグくみ " の年間目標１７０

件を達成することができました !!

  " ハグくみ " が " たすけあいの共済 " である

ことを知ってもらおう！伝えよう！と夏・冬

のキャンペーンを行いました。また、キャン

ペーンに合わせて『ハグみんカフェ』を各セ

ンターで行いました。ライフプラン講座の後、

グループに分かれ、お茶とお菓子をお供にし

て共済のことを話題にしながら、いろ

いろなお話をしました。

　組合員がクイズ企画を考えたり、日

ごろから共済の紹介キャンペーンなど

の声かけをしたり、職員・ワーカーズ

との連携をすることにより加入に繋が

りました。一度お話を聞いてください
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" ハグくみ " は生活クラブの組合員・

家族が加入できる独自の共済です。消

費材の一つであり ( 加入者が増えると )

自分たちで意見を出し合い保障内容や

制度を変えることができます。

           　  　（担当理事　青山木綿子）

共済金支払計(2018年4月～2019年3月）

共済事由 件数計 給付額計

組合員活動を支えるケア 116 95,900
乗り合わせ 471 258,600
エコぴょん託児(集団託児) 294 1,555,888
事故保障（入院・在宅療養） 0 0
活動中の車の自損 1 5,000
活動中の車の盗難 0 0
共同購入品の破損盗難 32 25,436
共同購入備品の破損盗難 9 13,554
荷受け場所での破損の後始末 1 300
共同購入配達ケア 22 23,600
共同購入配達ケア（受取困難時） 47 24,000
共同購入申込み代行ケア 0 0
ストッカー補助 152 57,294
療養・出産前後・葬儀 52 186,200
学校行事参加ケア 20 15,400
リフレッシュケア 30 25,600
住宅災害時のケア 0 0
がん検診・健康診断 500 296,538
出産祝 152 304,000
節目祝 83 39,757

計 1,982 2,927,067

《たすけあい》

共済金支払計（2018年4月～2019年1月）

共済事由 件数 共済金(円）

疾病入院 113 4,437,500

女性特定入院 17 591,000

災害入院 12 583,000

疾病手術 73 2,920,000

災害手術 8 280,000

災害通院 377 5,696,500

家族死亡 7 190,000

住宅災害 7 210,000

親死亡 2 80,000

合計 616 14,988,000

掛金総額 62,988,100

給付率 23.8%

加入状況　2019年1月現在

エリア名 加入者数
名古屋南 456
名古屋東 650
名古屋北 590
つばさ 461
ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ 620
豊田グリーン 293
とよ・おか 460
豊橋 364
他 276

合計 4,170
加入率 39.1%

ハグくみ
加入状況　2019年1月現在

エリア名 加入者数

名古屋南 135

名古屋東 159

名古屋北 139

つばさ 106

ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ 183

豊田グリーン 112

とよ・おか 166

豊橋 74

事務局 60

計 1134

共済金支払計
（2018年4月から2019年1月）

累計件数 155
累計金額 2,588,800
累計給付率 23.4%

エリア名 加入者数 新規加入者数

名古屋南 942 199

名古屋東 1,074 163

名古屋北 1,266 292

つばさ 979 237

ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ 1,243 113

豊田グリーン 667 33

とよ・おか 1,357 282

豊橋 735 177

他 53 8

合計 8316 1,504

加入率 78.2%

純増492人(4月～2月）

加入状況　2019年3月1日現在

※生活クラブ愛知共済金支払いデータ



　

（問い合わせ先は下をご覧下さい）

　地域で福祉に関するボランティア活動をしています。そ

んな時「生活クラブの福祉委員会に参加してみませんか？」

とお誘いを受け１年間参加させて頂きました。

　講演会の裏方・施設見学等色々経験させて頂きました。

福祉と一口に言ってもその範囲はとても広く、子育て・介

護・災害・事故と私たちの周りには何時どの様な困難に見

舞われるか分かりません。そんな時どの様な仕組み、環境

があれば安心なのかを考える良い機会でした。視野をもう

一つ広げるため参加して

みませんか？

( 豊田グリーン　

　　　　　　春木奈穂美）

講座・学習会　単協地域福祉委員のお問い合わせ先
生活クラブ愛知本部　担当森み

（052-899-0770）

福祉施設見学
　　　　　　　　　　～ゴジカラ村～

単協地域福祉委員を

 募集しています

　介護講座　いろいろ講座メニューあります

　たすけあいワーカーズ・コレク

ティブ愛・I さんが講師となって開

催される「介護講座」は、「介護保

険」「認知症」「介護食」「高齢者介

護講習」の４つのテーマから選ん

で受講できます。今年度は４エリ

アで開催されました。

　とよ・おかエリアでは「高齢者

介護講習」を選択し、車いす移動

の介助方法や、おもりを身につけて高齢者のからだの特徴を

体験しました。実際に高齢者のケアをしている職員さんのお

話や、実際に介護を経験した参加者のお話を聞くことができ

て大変参考になりました。私はまだ親を介護する状況にあり

ませんが、繰り返し受講して情報を得ておくことで、もしも

の時に備えておきたいと思いました。 （とよ･おか　小山真紀 )

くらしの見直し講演会　10/17 昭和
文化小劇場　134 名が参加

不便コレクターが
おしえる
京大式考える力　　　　

　講師の川上先生から、便利を追及

してきた現代社会において、あえて

不便であることで、人間のやる気、能力、考える力を

高めていく「不便益」のお話をして頂きました。

　「素数ものさし」、３回通ると「消えるナビ」などの

先生の不便な発明品から、不便を

楽しんでいこうというワクワクし

た気持ちになり、これからの人生、

逆の発想が必要なのだと気づくこ

とができました。

　（名古屋北エリア　渡辺万有美）

　今年度のハグみんカ

フェでは、春に「子育

て世代の家計管理」、秋

に「主婦が働く時の社

会保険と税金」を開催

しました。毎日の生活

に 深 く 関 わ る「 お 金 」

について、基本から学

び個々のライフスタイ

ルに役立つ情報を得る

ことができました。また、各エリアやエッコロクラブ主催で、「保険」

や「年金」についての講座

開催もありました。営業トー

クのない誠実な内容の講座

は貴重かつ、とても有意義

です。ライフプラン講座を

通じて多くの組合員同士が

交流し、情報交換できたこ

とが印象に残っています。

（ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ　森光あすか）

ハグみんカフェでは↑
　講座のあとにおやつを食べながら質問やおしゃべり。話がもりあがります！

コープ共済連・生活クラブ共済連のライフプランニング活動補助で開催しています

　

エッコロ講座 

地域やエッコロクラブ、
気のあった組合員どうしでぜひどうぞ！

 エッコロ講座については、エリアに配布している講座ガイド

やホームページで、メニューや開催方法を見てね .

村瀬さんに案内し
ていただきました

ライフプラン講座 &ハグみんカフェ

ハグみんカフェ
講座や子ども、 さまざまおしゃべり

　3/20 時点で、のべ 500
人以上の参加がありました。
2019 年度から新しい講座
も加わります。エッコロ講
座は個人でも開催すること
ができます。また、住んで
いる地域で参加できるのも
いいことです。  
　気になる、やってみたい
方は、ぜひ、問い合わせく

 

２０１９年度 

エッコロ講座ガイド 

 
・開催案内・開催方法 

・２０１９年度エッコロ講座一覧 

・講座の内容紹介 

・開催申込・報告の書式・加入用紙 

 

＊エッコロ講座の情報はこちら 

生活クラブ愛知 エッコロ講座ガイド  検索          

           

お年寄りも子ども達も。 古民家でほっこりすごす。

一緒に活動
してくれる人
お待ちしてます

11/17 長久手市

講師の川上浩司さん
（京都大学デザイン学リーディング大学院）　

　おおぜいのボランティアが積極的にかかわっ

ていて、大人も子どもも地域の人も、みんなが

さまざまに集っている場所でした。

ださい。また、地域のチラシが入っていますので見
てください。　　　　　（名古屋東　小林理恵子）
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