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▲ハグくみのネット加入はこちらから

【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

     4 月に三女を出産しました！

　　地域福祉担当は２年目です。

　　　委員会の名まえはお堅いですが、

　『自分たちの手で　住みよい暮らしを」

　をモットーに楽しく活動していけたらと

　思います。

　（つばさエリア　志賀　敬子）

 応募総数１２５名（３問以上正解者１２５）

　の中から地域福祉委員会で厳正なる審査の上

　選出されました！（参加賞は全員に配布）

　現在、新型コロナ感染予防の観点
　からエコぴょん託児、エンジェルズ
　を中断しています。
　
　★７月下旬、集団託児グループとエンジェルズのコーディネータ

　ーと合同で会議を行い、託児再開時の感染予防対策について

　意見交換を行いました。その結果に基づき地域福祉員会で

　『託児マニュアル』【感染症対策版】をまとめています。

　※ただし、もととなるエッコロは、組合員相互の「たすけ
　あい」を基礎にしていますので、安全性を１００％保障すると
　いう趣旨のものではありません。

　

9 月 35 週

　　　　　　　遅くなりましたが…
単協地域福祉委員を

　　　　　ご紹介します

　　クイズ当選者の方へ消費材をプレゼントしました。

　光岡さん （豊田）、 川上さん （豊田）、 山本Ｍさん （名古屋）

　杉江さん （名古屋）、 山本Ｙさん （名古屋）、 松下さん （名古屋）

  谷内さん （豊田）、 政木さん （尾張旭）、 朝井さん （尾張旭）

　岡田さん （豊橋）、 久間さん （豊橋）、 若松さん （尾張旭）

　太田さん （豊田）、 平櫛さん （名古屋）、 佐々木さん （豊田）

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。　　

　インターネット加入がスタート

CO･OP共済に続いてハグくみも
ネット環境が整いました！

New

通常のエッコロ共済の託児は、 感染予防に留意しな

がら継続して申請することができますので、 託児を

受けるお相手とよく相談しながら、 進めてください。

　　ＣＯ・ＯＰ共済のインターネット加入手続き

　　が始まっています。これなら２４時間、３６５日

　　いつでもお手続き（スマホ、タブレットＯＫ）きますよ！

　「ハグくみ」のネット加入もついにスタート

　フルーツバスケットエリア、浄水

　梅坪台地域コミの柏木です。

　　今年度から地域福祉に関わらせて

　いただきます。コロナウィルス対策で

　、活動も制限されますが、良い地域

　作りに向けて、小さくとも一歩ずつ

　進んで行けたら、と思っています。

　　よろしくお願いします。

　（フルーツバスケットエリア　柏木結美子）

　　昨年度からの福祉委員会に参加

　しています。委員会での「まちづくり」

　の話などに、可能性の深さを実感して

　います。

　　これから、どんなまちづくりができる

　のかワクワクしながら自分にできる

　何かを探せたらと思っています。

　　（公募　名古屋北　なかむらさゆり）

    私たちの暮らしがよりよくなるため

　　に活動しています。自分の生活にも

　　関わることなので毎回楽しく参加

　　しています。

　　　　５年目の委員活動は、わたしの

　　“居場所”でもあるように感じています。

　　（とよ・おかエリア　小山　真紀）

　公募で、３年目です。

　仕事をしていてメチャクチャ時間は、

　ありませんが、息抜きと脳トレとして

　ライフワークとなっています。

　　みんなで言いたい事、言い合って

　とても楽しいです。

　（公募　名古屋東　小林　理恵子）い

 豊川の牧場にて馬とともに活動中 !

    地域福祉委員会は , 大げさだけど  

  エッコロなまちづくりが当たり前な

 優しい社会が生活クラブの活動を

 通してできる場所だと私は感じています。

 一緒に活動する仲間が増えるとさらに

 嬉しいです。

 ( 豊橋エリア　芳賀ひとみ )

　子育て支援制度「エンジェルズ」については、実験

　期間の９月をもっていったん終了します。

　（現在、新型コロナ感染予防の観点から中止中）

　１０月以降、オンライン上でのケアについて、

　新たな実験を再開する予定です。（次号報告！）

集団託児 （エコぴょん託児） 再開
の判断は、 理事会判断に基づきます。
再開となった場合 （感染症対策） 基準として、
以下のように設定します。
①託児室の定員 （上限） を決めます。
名古屋 （ケア者２、 子ども２） 尾張旭 （ケア者２、 子ども２）

豊田 （ケア者３、 子ども３）、 豊橋 （ケア者２、 子ども２）

②託児は単協、 エリアの機関会議に限定します。

③子どもとケア者は１ ： １
④託児時間は２時間として延長なし
（途中の食事はなし、 水分補給のみ）

⑤子どもの検温基準３７．５℃未満
★その他、 詳細はマニュアルを各センター
に常備し、 感染予防備品を備え付けます。



★生活クラブ組合員向け　　

無料の保障見直し相談（Web サイト）もあります

秋から　オンラインで講座が再開！
　　　　　　　　　　

★ライフプラン講座
　　定番メニューはコチラ

　　　【リモート　エッコロ講座】　（２０２０年度下半期の暫定的な取り組み企画です）

　　　主催できるのは、①エリア、②単協委員会、③エッコロクラブ、④個人

       　（リモート講座可能なのはエッコロ共済加入者のみ）
　　　  講師料は、エッコロ共済掛金から充当されます。一部の講座は、材料費実費がかかります。
        申請後の開催方法は以下の　　　要領でリモート講座開催が可能となります。
　　　◆ＬＩＮＥ➡参加者でグループを作り、講師も参加。講座終了後にグループ退会
　　　◆Ｚｏｏｍ➡講師から主催者に「ＩＤ」「パスワード」配信、主催者が参加者に配信

　　　

　リモートエッコロ講座　特別講座から

　●講座申込は「生活クラブ愛知ホームページ」から

　●３人～上限（各講座により）

　●講座は、基本定番１０講座（３０～６０分）

　●主催者は、ワーコレ講師の会　リシェ

　●一部材料を伴うものは混載便で配達

　●ＬＩＮＥ、Ｚ oom 要領は以下のとおり

　

　

　　　　　　　　　 

　
　【おしらせ】
　２０年度　冬期に予定していました 「ＦＰ３級講座」 は、
　新型コロナ感染症の予防の観点から、 残念ですが
　中止とさせていただきます。

◆８月～１0 月

　「エッコロ共済」制度の改定

　について話し合います。

　テーマは、

　①子育て支援制度エンジェルズ

　の制度化

　②コーディネーター機能について

　③オンラインケアについて

④コロナ下でのサポートについて

ＬＩＮＥ ＺＯＯＭ

運動 骨盤美人体操　歪みスッキリ！ 松村　陽子 60 ３人まで ２０人まで 大人

ヘルスケア ゆるふわ　リンパケア 長尾　峰子 60 ３人まで ５人まで 大人

石けん 石けん　つまづき解決 柘植　千賀子 30 ３人まで ３人まで 大人

生活 整理～これからの暮らしを楽しむために 熊澤　弥生 60 ３人まで ４人まで 大人

知恵 習字（硬筆）　初心者・久しぶりの方 横田　奈央子 40 ３人まで 大人

知恵 コミュニケーション　自分とのコミュニケーション 北垣　啓子 60 ３人まで 大人

知恵 色のふしぎ 鈴木　ふき子 60 ３人まで ５人まで 大人

知恵 英語で遊ぼう　親子 津田　亜佐子 30 ５組まで 幼稚園～小学生

着付け ゆかたの着付け 小宮山　啓子 60 ４人まで 大人

クラフト クレイ　クラフト 尾崎　千佐美 40 ３人まで ３人まで 大人/子ども

対象
参加人数（３人から）

ジャンル 講座名 講師 時間（分）

　リモートライフプラン講座　定番講座から

　●講座申込は「生活クラブ愛知ホームページ」から

　●５人集まれば、開催できます

　●講座は、基本定番１２講座（６０分）コースから

　●主催者はＺｏｏｍのホスト（講師も共同ホスト）

　●テキストは事前にＰＤＦで送信または主催者に紙資料

　　発送

　●主催者から参加者にＺｏｏｍミィーティングに参加する

　　ＵＲＬが送られてきます

　●開催後のアンケートは Google アンケートフォームで

　　送信

　

　　　　　　　　　 

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

   講座メニュー　講師：NPO FP の会

ハグみんカフェ
講座や子ども、 さまざまおしゃべり

１．我が家の保障～我が家に必要な生命保険と医療保険

 ２．意外に知らない損害保険～住まいの保険と車の保険

３．サステイナブルな家計

４．子育て世代の家計管理

 ５．子育て世代の教育費

 ６．公的年金と自分年金

 ７．４０代からかんが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

 ９．意外に知らない税金のはなし～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～いざというときにあわてないために！

１２．もっと知りたい私たちの共済～もうひとつの消費材
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