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福祉保育労

医療共済

14春闘 ガンバルゾー
大阪地本・聖森会分会

酒井

秀樹さん

「福祉のなかま」１月号の「14春闘：みん
なで一歩 動けば、変わる」は、運動の指針
になり、とても参考になりました。ガンバル
ゾー！

（健康対策部

おすすめ♪）

健康なうちの医療共済加入もおすすめです！
毎月の掛金比較 （入院日額5000円保障）
民間保険会社

福祉保育労共済

30歳男性

2,200〜3,800円

40歳男性

3,500〜5,000円

50歳男性

7,300〜9,000円

1,400円
1,400円
1,400円

☆更に医療共済は日額2500円の休業保障付。
月額掛金1400円で、１共済期間（１年）最大
入院180日→90万円 休業90日→22.5万円の給付

「福志郎先生」
パンフ 作ってみたら？
大阪地本・信貴福祉会分会

林

憲男さん

１月号の「お便りありがとう」にありまし
たが、
「教えて福志郎先生」シリーズはわか
りやすいコーナーです。
「福志郎先生」をピ
ックアップしてパンフを作り、全国の組合員
に無料配布したらどうでしょう。巻末には、
ブラック企業チェックリストを載せ「あなた
の職場は大丈夫？」
などとしてもいいですね。

定年まであと２ヵ月です
東海地本・かわらまち分会

古賀

典子さん

あと２ヵ月で定年です。この先の生活の心
配がありますが、体力の衰えもあり、若い人
たちについて行けないことが悲しいです。
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半年の自宅療養も

この春︑
定年退職を迎えるみなさんへ

0120‑294‑335〉

・つかわないものを捨てる
・よかったことを書く
・適量のお酒
・叫ぶ
・朝風呂
・一人旅
・やっぱり恋♡

江梨美さん

一般企業の待遇が悪くなってきて、福祉職
員の待遇がよく見える社会…日本はこれから
どうなっていくんでしょう。
ソチオリンピックが始まって、日本代表が
がんばっている姿を見て励まされます！メダ
ルという結果も大事だけど、それまで歩んで
きた道の大切さを実感!!がんばれ日本！

医療共済の

〜健康には気分転換も大事〜

長い間、お勤めご苦労さまでした。退職・
転職した場合でも、
「単位共済会が承認した
者で、別に定める事務手数料を納入する者」
は、共済を継続することができます。詳しく
はお問い合わせください。
退職餞別金の請求もお忘れなく!!（この３
月で退職される場合、2009年４月以前に共済
加入されている人が給付対象です）
なお、福祉保育労共済を脱退する場合、下
記の手続きが必要になります。
【組織・団体共済】
７月から６月までの年間契約になっており、
途中脱退はできません。５月頃、分会共済会
へお送りする継続手続きの書類に共済担当者
が脱退と記入してご返送ください。
【個人共済（生命、医療、火災共済）
】
本部共済会までご連絡ください。必要な書類
をご自宅に郵送しますので、必要事項をご記
入の上、ご返送ください。
【年金共済】
退職後も続けて加入できます。脱退や年金
支給等のお問い合わせは労働共済連（TEL035844-1198）までお願いします。

ソチ五輪 がんばる選手に励まされ

休業保障でカバー

日々つかれてませんか？

〈フリーダイヤル

私の法人では、３つの保育園に男性保育士
が８人います。それぞれ、園では頼りになる
存在です。保母といわれていた時代は過去の
話、お父さんの育児参加も当たり前になって
きましたからね。
男性のみなさん。胸を張って保育の現場に
来てください（そのためには、生活を保障で
きる給料でないと…）
。

大阪地本・わかくさ分会 藤原
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そんな中︑ボランティ

職員加重平均要求額は？

●７日
（金） 福祉保育労中央行動

順子さん

写真を撮ることです。休日は毎日
カメラを持っ て出かけます。 花や
虫、空を撮るのが好きです。

中学時代のボランティア
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（木） 全労連中央行動
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頼りになります 男性保育士

保育士の仕事の原点は

３月

④

元々の腰痛持ちでしたが、仕事中に急にはげ
しい痛みがあり、もう痛みで夜もねむれないほ
どでした。即受診をして、ヘルニアとの診断を
されました。
「安静にしているなら入院は必要
ない」といわれ自宅療養に。結果、復帰まで半
年かかりました。入院ではないので、民間の保
険では何も給付もありませんが、福祉保育労共
済では休業中の給付があり、とても助かりまし
た。半年の治療で、リハビリやMRIの検査、タ
クシー代などあわせて 20 万円以上かかりまし
た。でも、個人共済にも加入していたので、全
て共済からの給付でまかなうことができまし
た。本当に助かりました。
（愛知県・東海地本共済会

服部

公一さん）

大雪被害お見舞い申し上げます
火災共済は雪害も給付対象です。被害等あり
ましたらお問い合せ下さい。

