
　以前の開催時も人気のあった講座です。

子育て終盤の世代も、早く聞けばよかったなあと思

いながら、楽しく聞くことができます。

　講座後のカフェタイムもグループでワイワイ話し

ながら、とても楽しく時がすごせますよー！

　ぜひ一緒におしゃべりしませんか？

　　　　　　　　　　　

共済加入を検討中の方は

紹介カードの
提出お待ちしています

　夏キャンペーンにあわせて、CO･OP 共済《た

すけあい》《あいぷらす》・生活クラブ共済ハグ

くみの加入を検討中の方に、消費材 ( 全粒粉入

ﾋﾞｽｹｯﾄｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞやﾌﾙｰﾂﾐﾆｾﾞﾘｰ）をプレゼント！

　詳しくは、6/24 ～配布のチラシをみてね。

組合員どうしでくらしを助け合おう！

みんなで作れるっていいね！
ハグくみで身近な助かるしくみづくり！

契約引受団体　 ： ＣＯ･ＯＰ共済 《たすけあい》　/ 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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《あいぷらす》 / 日本コープ共済生活協同組合連合会
　　　　　　　　　　　　生活クラブ共済ハグくみ　　　/ 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）

6/21( 金 ) 名古屋　　６/25( 火 ) 豊田　

6/28( 金 ) 豊橋　   7/1( 月 ) 尾張旭　

6　22

家計の管理をはじめよう！

夏の共済
　　　　　　　（6/17 ～ 8/31)

♪ ♪～ハグみんカフェ　子育て世代の教育費

紹介キャンペーン

ＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》
と

生活クラブ共済ハグくみ
  

  ●ケガ通院・ケガ入院は
　　　　　　1日目から保障です！

　お守りがわりにぜひご加入ください。　

共済によって保障内容や保障開始が異なります。詳しく

は申込書つき共済チラシをご覧ください。お気軽に生活

クラブにおたずねください。

生活クラブ共済ハグくみ、CO･OP 共済《たすけあい》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。

【ＣＯ･ＯＰ共済ニュース】

　こんな保障がほしい！という組合員の声を反映してできたのが、生

活クラブオリジナルで作った共済「ハグくみ」です。保険商品を契約・

購入したのではなく、「集まった掛金で困っている人を助けよう、そ

して私が困ったときには助けてね」という共済の考え方に、私はあた

たかい気持ちになります。

　加入年齢は０歳～満６４歳。満期年齢の男

性６７歳、女性７０歳を迎えるまではずっと

同じ掛金 1,000 円 / 月です。持病のある方

は加入時に申告しておけば、持病以外での保

障を受けることができ安心です。

　おすすめポイントは他にも！

病気やケガで入院したら日額 3,000 円の保

障がありますが、さらに退院後は、サポート金として１万円が給付さ

れます。退院直後は生活がすぐに元通りとはいきません。それを支え

る意味もあるサポート金はうれしい共済金だと思います。また、健康

保険の対象とならない普通出産に「産後サポート金」、加入者からの

出産おめでとうの気持ち「出産祝金」もユニークな保障です。

　加入者の声で保障内容が向上していく「ハグくみ」は、より多くの

加入者が集まることでよりよいものに変えていくことができます。

ぜひ一度、詳しい話を聞いてみてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( とよ ･ おか　小山真紀）

子育て中のお母さんへの
応援準備中！！

（エッコロ共済改定に
　向けた実験取組み）

　身近な暮らしの中でたすけあいがあったらいいなと、組合員が考え、

組合員どうしが " たすけあう " しくみとして、２０００年「エッコロ共済」

を作りました。

　２００５年度から個配が始まり、今、愛知では班組合員の約 3.5 倍が

個配組合員です。また、子育て世代の組合員も多くなっています。個配

組合員からは、身近な組合員がどこにいるのかわからない、手助けがほ

しいけれど誰に頼めばいいのかわからない、と聞きます。

　そこで、２０１９年度は個配組合員に寄り添ったエッコロ共済の改訂

を行う予定です。と同時に、子育て中の組合員の『助けてほしい』とい

う声にこたえたいという思いから、次のエッコロ共済の改訂に向けて「し

くみ」を実験的につくっていきます！

　まずは、９月までに『子育て支援のグループ』を作ります。グループ

は３人から作ることができます。

  その趣旨 ･ 願いは、

　①孤立して子育てをしている組合員の手助け。②寄り添い、話し相手

になることで心の負担の軽減となるように。③たすけられたり、たすけ

たり " お互いさま " の関係を広げたい。という思いからです。

　ぜひ『子育て支援ケアグループ』の説明を聞いてください♪

専門的な知識は必要ありません。組合員がエッコロ共済を使って " ケア

( 手助け )" を行っていきます。

◆問い合わせは、本部 ( 地域福祉担当 ) まで連絡をお願いします♪

　　　　　　　　　　　　　　　　（担当理事　青山木綿子）

【エッコロ共済】

♪

夏休み
レジャーの前に
ぜひどうぞ！

　



2019 年度単協地域福祉委員です
今年も宜しくお願いします

組合員歴５年。５才と３才の娘が

います。皆さんの輪が少しでも広

がる活動ができたらと思います。

一年間宜しくお願いします。

　　　　　（つばさ　志賀敬子）

　毎月の会議では、たくさん刺激を

もらっています。名古屋センターま

での道のりはちょっとハードです

が、今年も楽しく活動したいと思い

ます。　　（とよ・おか　小山真紀）

  

講座は家族や友人含む 5 人以上の参加なら自宅

などお近くの場所で開催可能です。チラシで参

加募集する地域コミの組合員の集まりのときは、

お茶菓子代の補助もあります。

上記のほか、確定拠出年金や子どもマネーゲー

ムなどオプショナル講座もあります。

　委員２年目になりました。

地域福祉は組合員同士のつながりや

助け合いを大切にし、いろいろな可

能性を見出す活動です。学ぶことも

たくさんあって楽しいです。今年も

頑張りたいです。

　　　( 名古屋北　渡辺万有美 )

　　　

　公募委員 2 年目になります。生活

クラブの基本であるエッコロの改定

などもあり、すごく楽しく活動して

ます。　( 名古屋東　小林　理恵子）

詳しくは、生活クラブ愛知本部までお問合せく

ださい。052-899-0770

講師

NPO 法人 Wco.FP の会

２０１9 年度

ライフプラン講座

１. 家族を守る保障

　　～本当に必要な生命保険がわかる！

２. 病気になった時の保障

　　～医療費の備える

３. 意外に知らない損害保険

　　～住まいの保険と車の保険

4. 子育て世代の家計管理

5. 子育て世代の教育費

人生100年時代を安心して

暮らすための必須講座！

6. 公的年金と自分年金

7.40 代から考えるセカンドライフ

　　～退職後の生活設計

8. プラチナ世代のライフプラン

　　～人生 100 年時代に備える

リスクに備える保障は

ライフプランを考えるカナメ！

子育て世代には必須講座！

税金は年金と共に大人の必修科目！

９. 意外に知らない税金の話

　　～所得税と住民税

10. 元気な時に考えておきたいエンディング

11. 元気な時に考えておきたいお葬式

　　～いざという時にあわてないために！

人生の締めくくりを考えるのはいつ？

自分のため、 そして親のためにも！

共済を通じて協同組合の価値を再確認！

研修にもおススメ！

12. もっと知りたい私たちの共済

　　～もうひとつの消費材

　電話の対応が親切で

　うれしかった。折鶴も

　お気持ちが嬉しいです。

　　　　　　（A・T さん）

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

込書付チラシをご覧ください。

地域福祉・共済のお問合せは　052-899-0770 生活クラブ愛知 (本部 )　担当森みまで

税制改正は

家計に大きな影響が！

紙芝居やＤＶＤを

　お茶しながら一緒にみよう　
　共済やたすけあいについての紙芝居や、DVD が

あるのをご存知ですか？（各 10 分程度）各センター

にあり、貸出しもしております。

　組合員３人以上集まって、DVD や紙芝居を観た

感想、質問などを話し合い、報告書を提出すれば

OK です。一人 200 円のお茶菓子代の補助があり

ますよ。（上限 4000 円）

　わざわざ集まらなくても、会議や企画、各種講座

のうちの 10 分間に DVD などを取り入れてみるの

はどうでしょう？

　共済やたすけあいについての理解が深まり、良さ

を感じることができると思います。

（詳しくは、各センター設置の「たすけあい講座」チ

ラシをご覧ください。）       （名古屋北　渡辺万有美）

共済金を請求してから、支払いが

スピーディで助かりました。普段は意識

していませんが、こういうときにありが

たみが分かりますね。これからも宜しく

お願いします。　　　　（M・Y さん）

　以前 出産前後のケアをした知人より、

「小学校の運動会があるのだけれど、夫が

都合悪く行けないので一緒に運動会に行

き託児をしてほしい」と頼まれました。

　十数年ぶりに運動会を見学、 託児をし

ながら楽しいひとときを過ごしました。 

　知人は、「長男の小学校での最後の勇姿

しっかり見ることができ、助かりました。

ありがとうございました。」と喜んでまし

た 。　　　　　( 担当理事　纐纈智子）  

エッコロ共済
ありがとうの声

忘れず請求して

ほしいのだ！

ケガ通院の
請求忘れありませんか？

CO･OP 共済 《たすけあい》

《 たすけあい》
ありがとうの声
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