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気になっているこんなこと…

オプショナル講座
★主婦が働く時の基本的な税金と保険の知識
★相続が変わった！

法改正段階的施行に適応するetc.

生活クラブには暮らしの中で必要な保障を考えるときだけでなく、知っておくと安心なライフプラン
ニングに関するさまざまな情報を分かりやすく学べる講座があります。講師は私たちと同じ組合員。
実体験も交え、「リアルな生活者視点が共感できる」「腑に落ちる」と好評です。

5人集まれば開催できます。組合員が一人いれば、
一緒に学ぶ方はどなたでもOK♪
共済に加入していない人でも主催できます。
講師代・会場費は無料(全額補助)、お茶菓子代
の補助もあります。
希望の講座を選んで開催日の2ヶ月前までにお申
込みください。
申込み・問合せは
多摩きた生活クラブ生協事務局

TEL 042-395-5002
※2022年度の申込受付は12月まで。

保障内容が利用者の声でより手厚くなっていきます

“共済”は利用者と出資者（組合員）が同じ。くらしの中で困ったことが起きたときに、みんな
で支えあって、たすけあうことを目的としています。だから、利用者の立場で、なるべく多くの人
が入りやすく、必要な時に速やかに助けが届くよう考え、組み立てられています。

家計の見直し「ライフプラン講座」のすすめ

まち主催のライフプラン講座に参加してみよう

自分で主催してみよう

こんな講座があるよ！

02

共済も消費材！

事業形態／団体

事業目的

加入の目的

加入できる人

割戻金／配当金
（運用資金の剰余還元）

加入条件

給付

営利 事業／民間企業など

自助

自助

誰でも （不特定多数）

不明 （お金の流れが不明瞭）

一定の制限あり
共済と比べると条件が厳しい

時間がかかる （手続きが多い）

非営利 事業／各種協同組合など

たすけあい （相互扶助）

共助

組合員 （特定多数)

あり （お金の流れが明確）
加入者への割戻と地域福祉に活用

なるべく多くの人が加入できるように

告知がゆるやか

速やか

こんなに違う共済と保険

“保険”は利用者と出資者（株主）が別で、株主の利益
を追求する必要があり、利用者ではなく売り手の立場
で保険の内容を設計・販売される傾向にあります。　

今加入している方もメリットしかない
場合、手続きなしでよりよい保障内容
が適用されます

女性はケガ・病名に関わらず入院に追加保障「入院時諸費用サポート」が誕生！

手術保障1万円新設！

入院・ケガ通院は一日目から保障！

加入条件が緩めなコースが誕生！

2022年9月にCO･OP共済 《たすけあい》 の保障が
リニューアルされて手厚くなりました！　

リニューアルされた 《たすけあい》 のメリット

通院中や服薬中の方だけでなく掛金最安で他と同じ住宅災害保障がついているのもポイント！
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女性が家事を担っている家庭が多い実績から日額保障を増額しました！

ライフステージに合わせて賢く節約する！

講座内容の詳細は
こちらから→

リニューアル内容の
詳細はこちらから↓

まずは基本！の

定番講座

 １ 我が家に必要な生命保険と医療保険

 ２ 損害保険～住まいの保険と車の保険

 ３ 将来も持続可能な家計（別冊 家計管理シート付）

 ４ 子育て世代の家計管理

 ５ 子育て世代の教育費（教育イベント表付）

 ６ 公的年金と自分年金

 ７ 40代から考える退職後の生活設計

 ８ 年金生活者のためのライフプラン

 ９ 所得税・住民税・ふるさと納税・主婦の働き方

 10 元気な時に考えておきたいエンディング
(ワーカーズオリジナル！エンディングノート付）

 11 元気な時に考えておきたいお葬式

 12 CO･OP共済～もうひとつの消費材

ライフプラン講座後に

個人相談
「既に他の保険入ってるしな…」
「我が家にはどの保障が合っているのかな？」　
「うちの家計はどこを見直せば良いのかな？」
など、迷ったときに。
FP(ファイナンシャルプランナー )の資格を持つ組合員が、生活クラブ生協の組合員を対象に相談に対応してくれます（無料）。

※申込みの際に予約が必要

COOP共済
キャラクター
こーすけ

COOP共済
キャラクター
こーすけ

or

保険共済

共済共済 民間の生命保険民間の生命保険

聞いてみたいと思ったら…

～元気な時に考える
「エンディングノート」の書き方～

（まち・あきるの主催）
エンディングノートの書き方、書く内容によって必要な知識・
情報などを詳しく知ることができました。人生最期にどんなケ
アを受けたいか、介護が必要になった時、後見人とはなに
か、遺言の種類、相続について、お葬式の話など、多岐に渡
りお 話しして
いただき、有
意義な時間と
なりました。
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