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結婚したら、
あたらしい命がうまれたら、
たくさんのおめでとう!!
そして考えたい
万が一の時のこと

秀樹さん

私が働く保育園で、子どもが増えたので
保育士を募集したのですが、２ヶ月たって
も誰も来ないということは異常です。国は
真剣に処遇改善を考える必要があると思い
ます。

クロスワードなくなったの？
大阪地本・コスモス分会 二宮ケイコさん

クロスワードじゃなくなってしまったの
…。そうか、クイズが手間で応募しない人
もいるのかな。まあ、他の機関紙でやると
しましょうか。

一石三鳥の高齢種別交流集会
北海道地本・めぐみ会分会 池戸

一恵さん

11月に栃木で行われた、高齢者種別の全
国交流集会に参加しました。講演や分科会
はとてもよい学びの機会になったし、夜の
交流会は大盛り上がりで楽しかったです！
たくさん元気をもらって帰ってきました。

ひとことですが…
東京地本 こなちゃんのパパさん

若い組合員の活躍に励まされています。
ホント！

新年のご挨拶

より加入しやすい
共済制度に
福祉保育労共済会

理事長

前田

鉄雄

全国の組合員のみなさん、共済事業の発展にご
昨年度は、
結婚193件、出生

♪共済制度見直しについて♪
次期大会（2014年９月）での制度改定に向け
て、現在、
「見直しの方向性」について各地本
・ 支部に伺っ て説明をさせていただいていま
す。第 50 回中央委員会でも、
「見直し案」につ
いて報告する予定です。組合員の皆さんにとっ
て、より良い制度にしていきたいので、ご意見
・ご要望を本部共済会にお寄せください。

◆ お知らせ ◆
2012年度の還元金について
前年度に剰余金が発生した場合は、毎年
３月15日に還元金を送金しています。2012
年度は共済活動による単年度収支がマイナ
スになっているため、還元金の送金はあり
ません。前年度よりの繰り越しは、全額を
次期に繰り越し、加入促進や業務強化に積
極的に役立てていくことになりました。

224 件の給付請求がありまし

協力いただいていることに感謝し敬意を表するも
のです。

た。家族が増えるのは大きな

1990年に始まった福祉保育労共済は、今日まで

慶びです。そして、残された

多くの組合員の福利厚生に大きな役割を果たし、

家族のために万が一の備えを

総額では約７億円を給付してきました。労働組合

考えるのも大切なことです。

の原点でもある助け合い活動は、民間の保険とは

家族が増えたら、安い掛金

違い、営利を目的にしないことから低い掛金で高

で大きな保障の「生命共済」

い給付、掛金のすべてが福祉保育労の仲間のため

の加入をおすすめします。

に使われています。

【加入条件は、組合員（配偶
者・こども含む）で、組織
共済に加入し、健康告知に
該当していない方です】

毎月の保険料比較（病気死亡500万円保障）
（福祉保育労共済は事故死亡の場合1000万円保障）
民間生保 ネット系生保 福祉保育労共済
30歳男性
2,000円
1,225円
1,200円
40歳男性
2,563円
1,730円
1,200円
50歳男性
3,558円
2,677円
1,200円
（週刊東洋経済 2012.12.8「ネット・通販生保の保険料比較
（石橋知也）」等より 平均を算出）

さらに2014年には、保障を大きくしシンプルで
加入しやすい新しい制度を提案いたします。一人
からでも入れる共済、これを益々広げて多くの組
合員の福利厚生に役立てていきたいと思います。
この私も昨年７月に股関節の病気で１ヶ月手術
・入院しました。３割負担やベット代など高い医
療費請求がありましたが、共済のおかげでほとん
ど自己負担せずに済ますことができました。今更
ながら共済の「威力」を感じたところです。いつ
誰が、どこで事故や病気になるかわかりません。
そうなった時に「威力」を発揮する共済にあなた
も是非ご加入下さい。
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