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夏休み♪に、安心の共済！

30

子ども達が楽しく遊べるように！
共済夏のキャンペーン特典

子育て支援ケアをしてみませんか？
エッコロ共済は、組合員どうしのたすけあう関係を
大切にしながら、地域にも広がっていったらいいなと
いう思いで始まりました。
個別配送が始まるまでは班内でたすけあいが行われ
ていましたが、現在は個別配送の組合員が半数以上と
なり、
「身近な組合員がどこにいるのかわからない」
「助
けてほしいけど誰に頼めばいいのかわからない」と聞
きます。
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、手助けを必要としている人、手助けができる人をつな
ぐコーディネートのしくみづくりを検討するための実験取り組みを行います。
孤立して子育てをしている組合員の手助けをしたり、寄り添い、話し相手になっ
たりしませんか？
（つばさ 志賀敬子）

一人で子育て
組合員に寄り添うしくみを
一緒につ
くりませんか！
している

エッコロ共済
月掛金 100 円の
組合員どうしのたすけあい
エコぴょん

子育て支援ケアグループ
（＝エンジェルズ）

ケアグループ結成に向けて動き始めている地域はコチラ
！
千種区）田代、上野、高見、見付、東山
熱田区）旗屋
大募集中
岡崎市）細川、岩津
豊橋市）福岡、栄、高師
豊田市）中山、市木、高橋、浄水、元城、童子山
特に、この地域の方、大募集中。
根川、前山、平和、土橋、竹村、山之手
その他の地域の方も、
ぜひ参加ください！
春日井市） 神領、出川
( １０月～実験取組みです）
みよし市）緑丘、三好丘、北部、黒笹
問合せ先） 生活クラブ

地域福祉委員会担当

森み

052-899-0770

共済のココが気に入ってます！

ハグくみ、 《たすけあい》、
《あ い ぷらす》 を 加入検討
中の方は紹介カード提出で
消費材をプレゼントします

2019/8/31
まで

全粒粉入ｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ

ｼﾞｭｰｼｰﾌﾙｰﾂ
ﾐﾆｾﾞﾘ -

共済夏のキャンペーン
開催中
2019 年 6 月 17 日 ～
8 月 31 日

詳しくはセンター ・ 配達担当まで
おたずねください

みんなで共感！

たすけあい講座

我が家の二男 ( 現在中 2) は、小学生の時
に足を骨折しました。ギプスで松葉杖だっ
たので、1 ヶ月ほど学校まで送り迎えをし
なくてはならず、私の負担も大きかった事
を記憶しています。
ＣＯ･ＯＰ共済へ申請のために電話をしま
したが、担当の方はとても優しく丁寧に対
応してくれ、共済金の支払いをとてもスムー
ズに進めていただけました。
子どもは医療費が無料な事もあり、ＣＯ・
ＯＰ共済の加入は必要ないのでは？と当初
は思っていましたが、通院などで仕事を休
まなくてはいけなかったり、毎日のように
通院してのリハビリの交通費など医療費以
外でも負担が出てきますので、ＣＯ・ＯＰ共
済に加入していてよかったと本当に思いま
した。
( 担当理事 堀 美奈子）

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。

エリア会議の冒頭、たすけあい講座のＤＶＤを１５分間視
聴しました。予期せぬ出来事に見舞われた方のお話を観ると、
共済に加入して備えておく大切さを感じます。そして、共済
の加入者どうしたすけあってつながっているんだということ
も感じることもできます。視聴後の感想を話す中で、長年共
済に加入している方から、「子どもが小さかった時より随分保
障が良くなってる！」と驚きの声も話され、共済は進化して
いることも感じました。
エリア、地域コミ、エッコロクラブ、登録ＨＡＮ，班など
で組合員３人以上が集まれば開催できます。みなさんも共感
してみてください。
紙芝居とＤＶＤは各センターの廊下や階段に設置していま
す。詳しくは一緒に設置してあるチラシをご覧ください。
（とよ ･ おか 小山真紀）

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
ＣＯ ･ ＯＰ共済 《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 )

おいでよ！うめつぼファミリークラブ

月 100 円の助けあい

エッコロ共済

～エッコロクラブ
子育てエッコロクラブ「おいでよ！うめつぼファミリークラブ」は２０１６
年１０月から活動を始めました。０歳～１００歳までの地域の方たちと日曜日
の夕食を作って食べて交流する " 地域食堂 " を行っていきたい、という声から
子育てママを中心にメンバーが集まりました。活動を始めてからシニア、３０
～４０代のボランティアの方たちも集まり、ちょっとした工夫やコツを教えてもらいながら、
おしゃべりもしながら楽しく活動しています。毎月第３日曜日で場所は地域の交流館で２年
半、２０１９年４月からは交流館の近くのデイケア施設をお借りして、同時に、夕食から午
前中 ( 朝食・昼食を兼ねて ) に変更して行っています。
今回、生活クラブグループの中で、生活クラブフードバン
クの登録第１号になり、７月から提供も始まりました！お米
を使っておにぎりを作り、お菓子などを活用していく予定で
す。
生活クラブフードバンクのしくみを利用したい方は本部ま
で連絡ください♪ ( フルーツバスケット

エッコロ共済制度改定

エッコロ共済ガイドブック配布のお知らせ
9 月末にエッコロ共済ガイドブック 2019 年度版を加入者にお届けし
ます。この機会に未加入の方もぜひご加入ください。

り

月よ
2019 年 10

エッコロ共済制度が改定されます
・共同購入活動保障

日常的にケアが必要なハンディキャップのある方などの保障を 1 回
300 円、上限 15,000 円にしました。

・組合員活動のための車乗り合わせ
センター会場だけでなく、地域の会場でも保障されるように変更しま
した。ケア金は片道 200 円です。
その他、出産ケアの期間を妊娠から子どもが 1 才となるまでとして、他
の保障とは別の上限としました。また 10/1 から上限金額 16,000 円
に変更となっています。注意願います。
( 担当理事 纐纈智子）

青山木綿子）

子どもたちを優しく見守る託児ケア

託児コーディネーター会議 7/3
【ＣＯ･ＯＰ共済ニュース】

より
２０１９年 9 月

ＣＯ ･ ＯＰ共済制度改定
組合員のおおぜいの加入の力によって、ＣＯ･ＯＰ共済が改定
になり、組合員にとってさらにうれしい保障になります。

★加入申込書の契約者印欄がなくなり、
契約者のサインで OK となりました。
★《あいぷらす》生命保障 300 万円コースの基本契約
単独での加入申込みが可能となりました。(18 才から 59 歳）
★ 40 歳以下の方の《あいぷらす》などで、加入時の
健康診断書の提出が緩和されました。
ＣＯ･ＯＰ共済 《たすけあい》、 《あいぷらす》 と生活クラブ共済ハグくみは、 異なる共済です。 加入するには、 出資金を支払い、
生協の組合員になることが必要です。 詳しい保障内容は、 加入申込書つきチラシをご覧下さい。
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
ＣＯ･ＯＰ共済 《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 )

お問合せは 052-899-0770 生活クラブ愛知 ( 本部 ) 地域福祉担当まで

小さな子どもがいても、企画や組合員活動に参加したい。
そんな思いを叶えるため、毎月 100 円のエッコロ共済では、
集団託児を行っています。最初はお母さんと離れて
ずっと泣き続けていた小さな子が、回数を重ねるにつれて、
楽しく遊びだす姿を何度も見て、子どもってすごいなーと
思ってしまいます。
エリアや単協の組合員活動を支える、９つのエコぴょん託児グループがあります。
7/3 の会議では、各グループの託児コーディネーターが、日常の困り事、改善すべき
点などの意見を交わしました。

託児用
おもちゃ
募集中！

プロではない組合員同士のたすけあいですが、「子どもたちに安全
で気持ちの良い時間を過ごしてもらうにはどうすればよいのか」と
いうコーディネーターの優しい思いを感じました。
又、10 月から始まる子育て支援ケア「エンジェルズ」についても、
日頃から託児や産後ケアをしている方からお話を聞くことができ、

・音楽ＣＤ
参考にしていきたいと思いました。
・木のおもちゃ
どのグループも、共通の悩みは、ケア者が足りないことでした。
（積み木以外）
少しお時間に余裕ができましたら、ぜひ託児ケア者登録をしていた
だけると嬉しいです。 （名古屋北

渡辺万有美）

