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 「ハグくみ」 紙芝居をリニュー

アルし、 「たすけあい講座」

の新たな道具を用意しました

【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

　２０２０年度のエッコロ共済は、コロナ禍により、組合

員活動（イベントや会議）が、相次いで中止となったため、

集団託児（エコぴょん託児）や、車の乗り合わせが大幅に

減少しました。◆一方で、「生活保障」の給付件数が、前年

をうわまりました。エッコロ本来の主旨でもある、組合員

相互のケアが伸びたなかに、エッコロのかんがえ方が、少

しずつ広まってきたことが伺われます。◆ケアを依頼する

相手がみつけられない―ことへのアプローチとして「子育

て」のケア”エンジェルズ”の実験も進んでいます。

エッコロ加入者数
エリア 4月期首 3月期末 増減

名古屋南 944 1,085 141
名古屋東 1,039 1,113 74
名古屋北 1,316 1,418 102
つばさ 986 1,034 48
フルーツバスケット 1,211 1,255 44
豊田グリーン 651 672 21
とよ・おか 1,337 1,370 33
豊橋 629 714 85
他 36 37 1
愛知合計 8,149 8,698 549

エッコロ利用実績
給付事例 件数 給付金額 件数前年比較

組合員活動保障

組合員活動を支える 22 20,400 ▼

乗り合わせ 108 36,600 ▼
エコぴょん託児 28 81,666 ▼
事故保障（入院・在宅療養） 0 0
活動中の車の自損 1 5,000 ▲

活動中の車の盗難 0 0

共同購入活動保障

共同購入品の破損盗難 35 23,379 ▼

共同購入備品の破損盗難 4 4,620 ▼
荷受け場所での破損のあと始末 6 1,800 ▼
共同購入配達ケア 19 33,300 ▼
共同購入配達ケア（受取困難時） 28 18,400 ▼
共同購入申込代行ケア 0 0
ストッカー補助 114 45,210 ▲

生活保障

療養・出産前後・葬儀時ケア 48 88,200 ▲
学校行事参加時ケア 28 24,600 ▲
リフレッシュケア 58 56,200 ▲
住宅災害時のケア 0 0

健康推進・出産祝・節目祝

がん検診・健康診断 480 284,584 ▼
出産祝 158 316,000 ▼
節目祝 76 38,000 ▼
合計 1,213 1,077,959 ▼

 オンライン、 ライフプラン講座

では、 「共済」 をテーマとした

講座を受講しました。

２０２０年度地域福祉委員会活動

4 月 1 ６週

《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。

　２０２０年９月も
制度改定でよくなりました

CO･OP共済

組合員どうしの助けあい

エッコロ共済

８月から、 「ハグくみ」 もインターネット加入ができるようになりまし

た。 ２４時間３６５日いつでも、 どこでも申込が可能です。

　CO･OP共済　

年間目標≪たすけあい≫３２０件に対して２６５件

にとどまりました。

２０年度は、新型コロナウイルス
感染症蔓延下で「ハグみんカフェ」
を開催することができませんでし
た。
◆共済を広く知ってもらうため、
クイズ企画、クロスワードパズル
企画など春と秋に実施し、おおぜ
いの応募をいただきました。

２０年１月から猛威をふるいはじめた
新型コロナウイルス感染症に対して、
ＣＯ ・ ＯＰ共済≪たすけあい≫では陽
性と診断された場合、 「不慮の事故」
とみなし、 共済金請求の対象としてい
ます。

◆インターネットから加入できるように
なりました。また加入後、共済マイペー
ジに登録すると、 ネットから給付申請
書を取り出せるようになりました。

▲エッコロ共済加入動向（２０２０年度の各エリア期首・期末）

ＣＯ・ＯＰ共済コース別保有件数（２月）

ジュニアコース 1,841
女性コース 1,210
医療コース 1,087
ベーシックコース 14
その他 5
合計 4,157

あいぷらす 595
プラチナ85 144
ゴールド 88
合計 827
累計給付件数・金額（2月まで）

件数 573
金額 16,090,600

≪たすけあい≫

≪あいぷらす）

生活クラブ共済ハグくみ、エリア別加入実績

エリア 計画 実績

名古屋南 21 29
名古屋東 22 20
名古屋北 25 36
つばさ 20 21
フルーツバスケット 26 19
豊田グリーン 14 11
とよ・おか 25 8
豊橋 17 19
他 4
合計 170 167
累計保有件数・給付件数・給付金額（2月まで）

保有

1,303
給付件数

194
給付金額

5,114,500

　生活クラブ共済　ハグくみ

年間目標１７０件に対して１６７件とわずかに

およびませんでした。

ＣＯ・ＯＰ共済・ハグくみの事例、お支払い内容や共済金請求額については、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つきチラシをご覧ください。



　

　　　　　　　　　～ちょっとした手助けできます～
　２０１９年度より実験取り組みをしている『子育てケアグループ　エンジェルズ』

　を知っていますか？

　　エッコロ共済のお互い様のたすけあいが、個配が増えたことにより、たすけて

　ほしくても、お願い先が見つからない…。そんな声にこたえて誕生した取り組み

　です。

　「産後、上のお子さんの幼稚園の送迎をおねがいしたい」　「講座の受講の間、お子

　さんの託児をおねがいしたい」　「産後の病院の付添いや、沐浴のお手伝いをして

　ほしい」…　いろいろな声にこたえてきました。

　　コロナ下での子育てで、不安や悩みはより強くなっているかもしれません。　

　そんな時ちょっと助けてもらうことで、気持ちが楽になったり、笑顔でお子さんと

　向き合えるのではないでしょうか？

　「こんなお願いでもいいのかな？」「ちょっと、気になるわ」という方は、

　ぜひ本部までご連絡ください。　　　　　　　　（理事　堀　美奈子）

※ＮＰＯ法人 Wco. ＦＰの会は、ライフプランに関する

講座の企画、講師派遣、個人相談等の活動を通して、広

く一般の方に向けてファイナンシャル・プランニングに

関する知識の啓発と普及を行う事業を行っています。

　　～１年の活動をふりかえって～

子育て支援ケアグループ
　エンジェルズより子育て中のみなさんへ

エンジェルズを登録しませんか？

　２０年度のスタートは、密を避けるために講座の開催も見
送られていました。
　※「ＦＰの会」が準備してくれたオンライン講座に対して

は、「Ｚｏｏｍってなに？」と拒否感がぬぐえない時期もあ

りました。そこで、本部事務局とＦＰの会講師とともに練習

し、スムーズな開催のための準備をしました。愛知単協で開

催された６講座のうち、５回がオンライン講座。受講者から

は、「講師を独り占めしているような感じがして話に集中で

きた」と感想をもらい、オンライン講座の良さを感じました。

しかし…講座前後のちょっとしたおしゃべりも楽しみの一

つ。２１年度は対面とオンラインが同時に受講できるハイブ

リッド型の開催も可能なので、状況に応じていろんな形式を

取り入れていきたいと思います。　　　　

　　　　　　　 （とよ･おか　小山真紀 )

　
　子育てをしているおかあさんに、ちょっとした手助けしませんか？
　わたし自身、４人の子育てをしました。子育ての中で何度も『だれか助けて』
　と叫びたくなることがありました…。いま、そんな思いをしながら子育てを
　しているおかあさんを助けるグループを作りませんか？
　　詳しいことは、「説明会」をオンラインで開催します。すでに登録されてい
　る方も参加はＯＫです。気になる方、ぜひ参加してください。

（理事　纐纈　智子）

　つばさエリアでは、昨年度「アロマ講座」を受講した組合員より

「もっとアロマのことを知りたい！アロマを生活に取り入れたい！」

とリクエストがあり、『陽だまりカレッジ』”ハンドクリーム作り”を

開催しました。

　アロマの基礎を学びつつ、自分が好きな香りでスプレーやハンドク

リームを作った時間は、とても幸せな時間でした。

「エッコロ講座」を受けて、もっとやりたい！という方は、ぜひ『陽

だまりカレッジ』を受講してみて下さいね。

また、今年度は、新しい講座がたくさん、追加されました！

オンライン講座も増えましたので、ぜひお気軽にリフレッシュしま

しょう♪

おともだち（組合員でなくてもＯＫ）　５人あつまれば開催できます

よ～

　　　　（つばさ　志賀敬子）

コロナ禍でのリモート・ライフプラン講座スタート！

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

　【訂正とお詫び】

　「夢こまち通信」３月配布号の記事「エッコロ講座」紹介

　欄の”消しゴムはんこ”紹介スペースに一般のキャラクター

　入りのイラストを掲載していました。今後、このようなことの

　ないよう注意深く校正いたします。

活動報告
  　　　エッコロ講座 
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