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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

しくみにしている共済で

す。

　エコぴょん託児 ( 集団

託児 ) がよく利用されま

ています。リフレッシュ

ケア、共同購入申込み代

行ケアが昨年度より多く

利用されました。

１０月１日にエッコロ共

済の改定があり、いろい

ろと使いやすくなりました。その一つに乗り合わせがあり

ます。センターに加えて、地域の施設やキャラバンなど現

地までの行き帰りの車乗り合わせができるようになりまし

た。　　　　　　　　　　　　　　（担当理事　纐纈智子）

共済金支払計（2019年4月～2020年3月）
給付事由 件数計 給付額計

組合員活動を支えるケア 62 45,400
乗り合わせ 428 207,000
エコぴょん託児（集団託児） 309 1,654,404
事故保障（入院・在宅療養） 0 0
活動中の車の自損 0 0
活動中の車の盗難 0 0
共同購入品の破損盗難 36 18,102
共同購入備品の破損盗難 6 3,924
荷受場所での破損の後始末 8 2,400
共同購入配達ケア 29 39,600
共同購入配達ケア（受取困難時） 49 23,200
共同購入申込み代行ケア 2 1,200
ストッカー補助 92 35,790
療養・出産前後・葬儀 41 65,600
学校行事参加ケア 26 21,800
リフレッシュケア 45 41,600
住宅災害時のケア 0 0
がん検診・健康診断 485 287,700
出産祝 170 340,000
節目祝 82 33,258

計 1,870 2,820,978

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 2019 年度の活動を報告します。

２０１９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

ケガ治療のために支払対象固定具を

装着した場合、期間にかかわらず、

１０日分の共済金日額が頂けて、ビッ

クリしました。

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。

　２０１9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

2019 年 度

は、 新 規 加

入 者 の 方 に

CO･OP 共済をアピールしてオス

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　山田晃久）

　　　ハグくみ ・ CO･OP共済

愛知年間目標　5 ２0件　を達成
できませんでした…。

総件数

４90 件
    の加入

3/31 現在

　２０１9 年度ハグくみの年間目標１７０件

を達成することができませんでした。

  組合員どうしのたすけあいを広げること、そ

してそれが安心の暮らしに繋がるという考え

方で広めてきましたので残念です。しかし春

と秋に開催している「ハグみんカフェ」は地

域福祉委員会の活動として定着してきていま

す。春は子育て世代向けのＬＰ講座、秋は

iDeCo とＮＩＳＡについてのＬＰ講座とその

後にカフェタイムを設け、たっくさ

んの参加者がありました。カフェタ

イムでは、参加者と共済の良さや生

活クラブの事を話すことができ、よ

い時間になったと思っています。ハ

グくみは、生活クラブ独自共済です。

加入が増えることで、保障内容がよ

りよいものになっていきます。ハグ

くみについて、聞いてみたい事があ

る方はお気軽にお問合せください♪  

           　  （担当理事　堀　美奈子） ※生活クラブ愛知共済金支払いデータ

ハグくみ

加入状況 20年1月現在

エリア名 加入者数

名古屋南 135

名古屋東 166

名古屋北 149

つばさ 122

フルーツバスケット 198

豊田グリーン 114

とよ・おか 181

豊橋 78

事務局 80

計 1,223

共済金支払計

（2019年4月から2020年1月）

累計件数 241

累計金額 6,222,400

累計給付率 50.8%

エッコロ

加入状況 20年2月現在

エリア名 加入者数 新規加入者数

名古屋南 952 155

名古屋東 1,038 119

名古屋北 1,316 231

つばさ 988 112

フルーツバスケット 1,206 89

豊田グリーン 650 42

とよ・おか 1,334 153

豊橋 632 85

他 36 5

合計 8,152 991

加入率 77.9%

純増人（4月～2月）

《たすけあい》
共済金支払計（2019年4月～2020年1月）
共済事由 件数 共済金(円）
死亡 1 100,000
疾病入院 152 8,405,100
疾病長期入院 1 120,000
女性特定入院 18 780,000
災害入院 6 150,000
疾病手術 107 4,099,000
災害手術 4 120,000
災害通院 395 5,858,750
家族死亡 4 80,000
住宅災害 2 60,000
親重度障害 1 40,000

合計 691 19,812,850

掛金総額 62,660,306
給付率 31.6%

加入状況　2020年1月現在
エリア名 加入者数

名古屋南 461
名古屋東 611
名古屋北 590
つばさ 469
ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ 588
豊田グリーン 276
とよ・おか 460
豊橋 363
他 355

合計 4173
加入率 39.0%



　

　私は、名古屋市千種区で「チームクローバー」という子

育て支援ケアグループのコーディネーターをしています。

昨年１１月より、３月出産予定の組合員の依頼があり、グ

ループのメンバーで、近くに住んでいる組合員に、月に 1

回程度、上の子の見守りや家事などのお手伝いをしても

らっています。これから出産を迎え、２人のお母さんにな

る組合員の気持ちに、できるだけ寄り添って、少しでも気

が楽になるようにお手伝いをしていけたらと思います。

（名古屋北　渡辺　万有美）

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：児玉

（℡ 052-899-0770）

３０周年記念イベント
　　　　　　　　　　～サンサン愛フェスタ～

子育て支援ケアグループ

 子育てを
 応援するグループが
 できました！

子育て中のケアをお願いしたい時は？

エッコロ共済の改定に向けた「実験取組み」

（2019 年 10 月～ 2020 年 9 月まで 1年間）です。

「たすけてほしい」という子育て中の組合員と、

「ちょっとしたお手伝いならできるよ」という組

合員をつなぐしくみです。ケア者は、エッコロ共

済加入者で、「たすけあい」に賛同してくれた組

合員です。子育ての大変さを経験した先輩組合員

や子育て中の組合員です。

生活クラブ本部
tel 052-899-0770

2020.3.2 配布　単協地域福祉委員会

エコぴょん

　子育て支援に行ける地域（小学校区）

　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）尾張旭市内  　
　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、四郷、古瀬間、五ヶ丘、五ヶ丘東、　
　　　　　寺部、矢並、市木、平井、東山、青木、井上、　　
　　　　　元城、童子山、根川、梅坪、土橋、竹村、堤、
　　　　　山之手、美山、大林　
　みよし市）緑丘、三好丘、北部、黒笹　
　豊橋市）福岡、栄、高師 など豊橋市中心部、豊川市の一部

①本部にケア希望の
　申込みをします

対面で打合せをしてからケアをします。

②エンジェルズ顔合わせとケア

ケアをしてもらったら

忘れずにエッコロ共済のケア申請

をしてくださいね。

いつ（期間）、手助けの内容、

地域（小学校区名）等。

まずは気軽に

本部まで

お電話ください。

ケアできる可能性
があるとき、本部
がエンジェルズに
連絡。

ケア者が見つかった時
は、本部から依頼者に
連絡が入ります。
（連絡料として３００
円がかかります。）

守山区）白沢、二城、瀬古
春日井市）神領、出川

（出産前の方などから依頼もきています。
　下記の地域の方はぜひお問合せください！）

メンバーが増える等で開始に！子育て支援
 ケアグループ

 「エンジェルズ」
　のある地域→

福祉施設見学～愛 ・ Ｉ
　

１２月１３日に　愛 ・ Ｉさんを訪問しました。
※特定非営利活動たすけあいワーカーズ・コレクティブ

　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 さんが講師の「①介護保険・②

認知症・③介護食・④高齢者介護講習」

の４つのテーマが用意されています。

今年度は４エリアで開催されました。

◆とよ・おかエリアは「認知症」を選

びました。日頃介護されている組合員

さんは介護の大変さを話し、講師に介

護のポイントを質問していました。その様子を小さお子

さんを連れた組合員さんは「将来の介護に備えて」と熱

心に聞いていました。いろんな立場の方が集まって一緒

に学習し、とても有意義な時間を過ごせました。

　　　　　　　　　 （とよ･おか　小山真紀 )

　

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！

 
詳しい講座のメニュー、開催方法については、エリアに配布してい
るエッコロ講座ガイドや愛知のホームページをみてくださいね。

　今年度のハグみんカフェでは、

春に「子育て世代の教育費」

秋に「自分で選ぶ iDeCo と NISA」を開催しま

した。関心の高いテーマに多数の参加があり、気

づきと学びの多い会となりました。講座後のカ

フェでは、質問やおしゃべりを通じ組合員同士が

交流、情報交換もできました。また、今年度は各

センターで「小学生マネーゲーム」が開催され、

幅広い世代でお金のことを考える良い機会とな

りました。講師は同じ組合員・主婦ですので営利

目的ではなく安心して聞くことができます。また、ユーモアを交えた話は、とて

も身近で楽しく、かつ難しい制度も分かりやす

いと大好評です。

どの講座も「知っておいて良かった」と

とても有意義で、すべての講座を聞いて

みたいと思います。

　　　　（つばさ　志賀敬子）

　　　　

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

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

　「健康」「子育て」「暮らし」をテー
マに、気軽に体験できるエッコロ講
座。私もいつも、楽しく受講させても
らっています。４月からは、エッコロ
加入者が１名いれば、他の方は組合員
外であっても、５名で開催できるよう
になりました。（組合員外の参加費は
500 円）又、今年から５つの新しい
講座も加わりました。ぜひ、地域の集
まりなどの時に、活用してみてくださ
いね！  
　　（名古屋北　渡辺万有美）

 

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          

           

一緒に活動
してくれる人
お待ちしてます

11/ ３

　地域福祉委員会のブース
では、コーすけ、ハグみちゃ
んといっしょに写真を撮ろ
うという企画があり、みん
な大喜びで、大盛況でした。
アンケートを書いて、「なま
えシール」をもらえると、
たくさんの人が足を止めて
くれました。

（名古屋東　小林理恵子）

　この日は先生をお招きして皆さんでしめ縄づくりを
しました！材料から自分の気に入ったものを選ぶ時
から、皆さん「あっ、これかわいいね！」「これ素敵ね！
」などなど、ワイワイ盛り上がっていました！作り始
めると、黙々と自分の世界に入り「これは、ここかなぁ！」

「ここに、これはおかしいかなぁ？」などブツブツと
独り言を言いながら、それぞれ個性のある素敵なしめ
縄がつくれました！とても心の温まる時間でした！
　（名古屋北　中村　さゆり）

★２０２０年度から新たに「介護講座（基礎編）がスタートします！
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