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今話題の

　iDeCo　と NISA ってなに？

　　　（個人型確定拠出年金）

11 月

19 ( 火 ) 尾張旭ｾﾝﾀｰ

22 ( 金 ) 名古屋ｾﾝﾀｰ

26 ( 火 ) 豊田ｾﾝﾀｰ

27 ( 水 ) 豊橋ｾﾝﾀｰ

 時間 10 ： 00 ～

            12 ： 30

　 今 年 6 月、 金 融 庁 の「 老 後 資 金

2000 万円問題」が話題になりました。

「人生 100 年時代」とも言われている

今、年金だけで大丈夫なのか？という

不安が頭をよぎります。

　そこで、確定拠出年金、自分で年金を

増やす「個人型」iDeCo（イデコ）と

会社の制度「企業型」。また、最近よく

耳にする NISA（ニーサ）について教え

ていただきます。それぞれの制度を知

り、老後の資金について考えてみましょ

う！

　講師は、生活クラブ FP の会のメンバーです。

ファイナンシャルプランナーの資格を持った組合員

が、同じ組合員の立場から的確なアドバイスをして

くれます。また、お話も楽しく、毎回好評です。

　講座終了後は、お茶とお菓子を囲み、カフェタイム。

　講座の感想、共済のことだけでなく、消費材や地

　域の様々な話題などみんなでざっくばらんに楽しく

おしゃべりしましょう。ぜひご参加ください。

     （名古屋北　渡辺万有美）

参加特典の

消費材も

あるよ！

　身近な何気ない「たすけあい」をしくみにし

たい、と始まったエッコロ共済。毎月１００円

の掛金で「たすけあいの輪の仲間」になれます。

困っている組合員をどうやったら支えられるの

かを考え、エッコロ共済は約２年ごとに保障内

容の見直しと改定をしながら現在の形になりま

した。今年が改定の年。改定内容を一部紹介し

ます。

①

１ケア片道２００円

これまでは各センターまで乗り合わせたときのみの保

障でしたが、地域の施設の場合でもケアを受けられる

ようになりました。ただし、財源に限りがあるため１

ケアのケア金を２００円に減額しました。

②「日常的に受取困難な人への共同購入配達ケア」

個別配送が開始になっていない地域で、運転免許の返

納・病気や高齢を理由に外出が困難で荷受先に行けな

い場合、消費材の預り・配達ケアを受けら

れます。利用回数を増やしました。

③「手助けが必要な加入者への共同購入品申込み
　　サポートケア」

これまでは、高齢者・ハンディキャップのある方・外

国人の方のサポートが対象でしたが、新加入者も注文

方法を教えてもらうことができるようになりました。

（期間・回数に制限があります）

④　生活保障の限度額がかわりました

「加入者本人の出産前後のケア」は、妊娠から子ど

もが１歳未満までの期間でケアが受けられます。

入院・療養・リフレッシュのためのケアと

あわせると、限度額が増額されました。

⑤ケア者の負担を考慮し、１ケア２時間を基本と
　してケア金を見直しました

   組合員全員でエッコロ共済に加入して、たす

けてもらったり、たすけたりする関係が広がっ

ていくといいですね。エッコロ共済ガイドブッ

クがお手元に届いたら、よく読んで困ったとき

に利用しましょう。（とよ ･ おか　小山真紀）

エッコロ共済加入者の方には、

  新しくなったエッコロ共済ガイドブックを

お届けしています　　　　　　　　ご確認ください→

「組合員活動のため車を乗り合わせてきたときのケア」

　「子育て中の組合員を助けたい」

と、優しくてあったかい気持ちの

人達が手をあげてグループを作っ

てくれました。

　9/18 現在、ケアグループは 

14 個できました。ケア可能な地

域には範囲があります。次週のチ

ラシをご覧下さい。

　　　　　( 担当理事　纐纈智子）

千種区）田代、上野、高見、見付、東山、星ヶ丘　　
熱田区）旗屋
尾張旭市）尾張旭市全域　
長久手市）市が洞、長久手北
岡崎市）細川、岩津　　
豊田市）中山、飯野、土橋、竹村、山之手、美山、大林、堤、古瀬間、前山、平和、
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の

子育て支援ケア開始！　10/1 より
子育て中で困っている組合員は、ご連絡ください

♪

♪



　加入者のみなさん！
    　　　　　　　　　ありがとう！

　　

　愛知 30 周年記念まつりには、60 もの生産者さんが勢揃いしますが、コーすけとハグみちゃ

んも遊びに来てくれますよ☆一緒に写真も撮れますの

で、是非会いに来てくださいね♪

　乳がん触診モデル体験もできる！！

　いま、日本人女性の 12 人に 1 人が乳がんを発症して

います。月に 1 回のセルフチェック、行っていますか？

ところで、' しこり ' ってどんなもの？　どんな感じ？　

と思われる方もたくさんいらっしゃいます。

　そこで！今回、乳がん触診モデル体験コーナーを設置

します！

　あなたも、体験してみてはいかがでしょうか。

（つばさ　志賀敬子）

　9/26　まなびファスタ　in 豊田センター　開催されました！
　　エッコロ講座の講師の " リシェ " が

　　いろんな講座を紹介しました！

　　( エッコロ講座） 「健康寿命を延ばすために」
   10/21( 月 )　豊田センター
　　10/28( 月 )　名古屋センター 10:00-12:00
　　      定員 20 人　参加費 50 円       
　　　

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 )

　生活クラブ福祉事業基金は、生活クラブらし

い福祉事業をひろげるために生活クラブグルー

プ全体で後押しする仕組みです。基金は、CO・OP 共済の割

戻金からの寄付で成り立っています。（もちろん、寄付は任意

です。）また、共済に加入していない方からの寄付も受け付け

ております。

　寄付受付は 8 月から 2020 年 1 月 31 日までとなっており

ます。

　安心して暮らせる地域、地域とのつながり

を生むことのできるしくみ作りが必要だと思

います。みなさんのご協力がしくみを作って

いきます。ぜひ、よろしくお願いします。

　　　　　　　　（担当理事　堀美奈子）

支払いを受けた組合員の声

　

初めての請求でした。 夜間

の市民病院で、 紹介状がな

かったので、 ５４００円かかり

ました。 いつも子どもは０円

だから保障に入るつもりはな

かったけど、 入ってて良かっ

たなぁと思いました。 負担が

減って助かりました。

　　　（豊橋市　Ｓ ・ Ｈ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。

11 月 3 日 ( 日祝 )  愛知 30 周年記念まつり

サンサン愛フェスタ
　　　コーすけ、 ハグみちゃんと写真を撮ろう！

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

【ＣＯ･ＯＰ共済ニュース】

～ＣＯ･ＯＰ共済制度改定

　　　　　２０１９年度～

『生活クラブ福祉事業基金』

　へのご協力お願いします！
♪

　２０１９年度も改定で制度が良くなりました。

①特定疾病加入制度の対象疾病に「脂質異常症・

高脂血症」が追加されたり、②あいぷらす生命

保障３００万円について単独申し込みを可能と

したり、③４０歳以下の方の健康診断書提出基

準見直しなどを行いました。

　詳しくは、配達時の職員 ･ ワーカーズや、セ

ンター・本部までお問い合わせ下さい。

　組合員みんなの加入の力でさらに制度を良く

していきましょう。　（事務局　森みゆき）

 

２０１９年度 
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生活クラブ愛知
 エッコロ講座

ガイド  検索          

           

エッコロ講座のメニューはいろいろ。
HP でも見ることが出来ます。　　　　
　

まなびフェスタに参加した方も、エッコロ講座に参加したことが

まだない方も、ぜひ 10 月の講座に参加してね！

（生活クラブ愛知 協賛）


