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               ご家族全員でマイカー共済のお見積もりにぜひご参加ください。 

新登場 マイカー共済がさらにお得に 
 

昨年 11 月より、こくみん共済 coop のマイカー共済の

代理取り扱いが開始されました。 

取り扱い開始にともない、団体割引１２．５％が適用され

お得です。 

実際に、見積もりをしてみたら、お得を感じる方が続出し

ています。 

皆さんも、ものは試し、一度見積もりをしてみてはいかが

でしょうか❓ 見積もりの方法は簡単です。 

①見積もりをする車の車検証と、②すでに加入されて

いる自動車保険や自動車共済がある場合は、その契約証

書と③生協組合員番号がわかるものをお手元に用意し

て、3 つの方法の中から自分に合った方法で見積もりをし

てみてください。もちろん見積もりは無料です。思わぬお

得が発見できるかも‼ 

 さらに、マイカー共済の見積もり 

を取るだけで、交通事故からお子 

さまを守る社会貢献活動の「7 歳 

の交通安全プロジェクト」に参加 

いただけ、コープ共済コーすけく 

んも登場する横断旗が寄贈されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積もり方法について 

  お見積もりの方法は、以下の 3 通りです。自身に合った方

法でお試しください。いずれの方法につきましても、ご不明

な点やわかりづらい点等ございましたら、マイカー共済コー

ルセンターにご相談ください。ご相談から加入手続きまで、

コールセンターが責任を持って対応する仕組みとなってお

ります。 

１．自分自身で自由に見積もりしたい方 

ホームページまたは、アドレスから 

アクセスして見積もりしてみてくだ 

さい。 

※反射板キーホルダーをプレゼント中 

 

 

 

２．電話でお話をしながら、見積もりをしたい方 

マイカー共済コールセンター0120-6031-60 

受付時間 月～土(祝日営業)9:00～18:00※日曜・年末年始休み 

までお問い合わせしてみてください。 

 

３．スマートフォンで簡単に簡易見積もりをしたい方 

右記の二次元コードにアクセスして、 

車検証・保険証券(共済証書等)の画像 

を撮影し、資料送付先を入力して送信 

してください。 

 

※見積もりや手続き等、全体を通じてご不明な点がござい

ましたら、よつ葉生協までお問い合わせください。 

よつ葉生活協同組合 TEL 0120-07-1613 

 

マイカー共済の魅力の一部を紹介します。 

 

１．生協の取り扱い加入で、団体割引 12.5％割引適用。 

２．無事故割引は、業界屈指の、最高 22等級 64％割引。 

３．若いお子さまが運転するご家庭なら、子供特約を付帯する

ことで、掛金がリーズナブルに。 

４．指定の低公害自動車には、ハイブリッド車割引が期限無く

適用。 

５．複数台の契約の場合、複数契約割引でさらにお得に。 

６．無共済車傷害補償、他車運転危険補償、被害者救済費用等

補償特約、ロードサービス等が、自動付帯。 

７．人身傷害補償には、実損害額の補償に加え、死亡見舞金、

後遺障害見舞金、入院見舞金を支払う自動車事故傷害見舞

金が付帯。 

８．事故の時も、休日、夜間を問わず、24時間 365日、受付、

サポート体制で安心。要望で現場急行サービスも実施。 

９．対人、対物賠償事故は示談代行サービス付き。 

10．事故時の修理や車検など、全国約 1,200 ヵ所のこくみん  

共済 coop 指定整備工場が安全カーライフを、サポートし

ます。 

※詳しくは、見積もりを実施した際に送付されますリーフレ

ットをご参照ください。 

 

こんな魅力たっぷりの、マイカー共済を利用してみては、

いかがでしょうか‼ 

 

※コープ共済連会員生協は、こくみん共済 coop の共済代理店とし

て都道府県生協の組合員の方の共済契約の募集を行います。 

公式キャラクター ピットくん 

2173001002 
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2022年度組合員活動テーマ 

いつだって繋がってるよ！よつ葉のわ～つなごう心のきずな～ 
 

組合員一人ひとりの出資によって、「いのちと健康・暮らしを守る」の理念に沿った

事業を助け合いの精神で運営する生活協同組合、よつ葉生協にとって、組合員活動は無

くてはならない大切なものです。よつ葉の仲間と組合員活動を楽しみながら、よつ葉の

理念と価値観を共有し、広め、商品の利用を推進し、さらなる仲間増やしへとつながり

ます。 

 コロナ禍の終息はまだ先になりそうですが、この 2 年間の知見を活かして感染防止

に努めながら、オンライン及び対面を含めた組合員活動を出来る限り実施していきたい

と考えています。 

 

農業体験、今年こそ!!  

農業体験もぜひ実施したい組合員活動の一つです。「地産地消・有機農業の推進」を

掲げてきたよつ葉生協ならではの、生産者さんの畑や田んぼで農作業の体験と交流をさ

せていただく取り組みは、「顔の見えるつながり」と、有機農業が「生物多様性」を育

むことを体感できる機会です。子どもたちが参加できることの意義は計り知れません。 

まだコロナ前と同じ様にはできないことが予想されますが、組合員の皆さんと農業体

験を実施できるように準備を進めています。 

（組合員活動常任理事 堀） 

 

2019年 

和氣ふぁーむ田植え 

農業体験予定 ※状況によっては開催を見合わせることがあります 
 

やさと（茨城県）： 収穫 7/16(土) 

塩 谷（栃木県）： ①田植え 5/28(土)  ②稲刈り 10/8(土) 

上三川（栃木県）： ①田植え 6/25(土)  ②稲刈り 10/22(土) 

秋山さん（栃木県）： ①種まき 9/24(土) 

 ②間引き・草取り 10/１(土)  

③収穫 11/26(土) 

     落ち葉さらい 1/21(土) 

 

報告 やさと① 定植してきました! 

4 月 23 日に、朝日里山学校(茨城県石岡市)でトウモロコシと

かぼちゃの苗を植えました。 

コロナ禍でこの 2 年は農業体験を開催することができません

でした。今年は、収穫の農業体験募集ができるようにとの願

いをこめ、JA やさと有機栽培部会の研修生と JA やさと職員、

よつ葉生協の理事、委員で作業をしてきました。 

毎年畑の手入れをしてくださっている里山学校長の柴山さん

のご指導のもと、いつも通りに準備できました。開催できる

状況となりましたらよつ葉だよりでお知らせします。 

(理事 靏蒔) 

 

リレーコラム：いつだって繋がってるよ、 

          よつ葉のわ！繋ごう心の絆～ 

長谷川千枝子さんリレーコラムのバトンを受け取りました。 

二月末、我が家の畑のかき菜がもう食べられるかなとみてみると、新芽を真ん中に柔らかいおいしそうな葉が出ていて、 

全部とらずに夕食に食べる分だけをとりました。今年はどんな味かなととても楽しみです。口にすると春を感じます。 

私が群馬に来て初めてかき菜をとったら、お姑さんに「ふさえはかき菜のつみ方もしらねえんかや」とニコニコ顔で 

言われました。新芽の出初めを全部とってしまうと、そこから出てくるはずの次の芽がなくなってしまうからです。 

それがちゃんとわかったのは、あれから何十年もたった最近です。 

かき菜は、北関東を中心に、昔からある野菜だそうです。我が家でも自分たちで種をとり、それを 11月にまく、を 

くり返しています。まだ少し冷たい風に吹かれながら、かき菜をつんでいると、心地いい気持ちになってきます。手で 

ポキッっとかいては片方の腕にのせ、いっぱいになったらカゴへ。時にはひばりのさえずりを聞きながら、気持ちのいい 

時間です。 

私がコラムのバトンを渡す Kさんの玄関に、「春を届けます」のメモを添え置いてきました。早速「帰宅するとビックリ！・・」のメール

が来ました。知り合いにおすそ分け。毎年早春の私の行事になりました。            

     伊勢崎地区 茂木ふさ江） 

※今年の組合員活動テーマに合わせて、リレーコラムのタイトルも変更します 

 

お魚を食べよう 

2019年 11月島香さんの 
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ご意見・ご感想をお寄せください。お名前と組合員番号をご記入の上、

共同購入注文書またはお手紙でお願いします。掲載の方には粗品をプレ

ゼントいたします。※掲載するにあたって事前ご連絡をすることはあり

ませんので、ご了承ください。 

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（4月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                （5月 1週分） 

組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています  (単位：円) 

放射能から子どもを守る募金 （900番） 15，100 

震災孤児を支援する募金   （910番） 46，200 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 23，400 

合  計 84，700 

共同購入注文書裏の「10品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（4月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                （5月 1週分） 

組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています     (単位：円) 

栃木コロナ支えあい基金   （860番） 14，500 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 7，100 

茨城誰かのために募金    （862番） 6，400 

合  計 28，000 

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223 

0120-07-1613 TEL 0285-45-9100  FAX 0285-45-9101 

HP https://yotsubacoop.jp/ 

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yotsuba-coop.jp 
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メールアドレスが変わりました。 

 

2022年 3月 25日 

よつ葉生活協同組合 様 

NPO法人民間稲作研究所 

                  理事長  舘野 廣幸 

 

御    礼 
  

謹啓 常日頃より、NPO法人民間稲作研究所の活動に対しまして、

多大なるご協力・ご鞭捷を頂いていることに心より感謝申し上げま

す。 

  さて、当研究所が進めておりますオンラインによるポイント研修

につきまして、貴組合よりその開発費の一部として金 50万円のご寄

付をいただきました。心より感謝申し上げます。 

  ポイント研修は、稲葉光國前理事長時代より当研究所の大きな事

業の 1 つとして位置づけ、さらに昨今、農水省から「みどりの食料

戦略」が打ち出されたこともあり、ポイント研修の役割はより一層

大きくなると思われます。 

  そうした期待に応えるべく、充実した研修体制を整えたいと考え

ております。今後ともご支援くださるようお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

よつ葉生協の「有機農業と国産種子」募金（920番）を活用させて

いただきました。 

【お詫び】よつ葉だより 5 月 2 日号 NO.696 P4「第 10 回定例理事

会報告」●3 月度事業実績の供給高上段の（前年比 9101.2％）は正

しくは（前年比 101.2％です。訂正してお詫び致します。 

大切な人へ贈りたい～2022夏ギフト 始まります 
 

今週の 6月 1週くらら 28ページでは、一足早く夏ギフト商品をご案内しています！ 

6月 1週、2週でのご注文は、10％割引とお得です。 

よつ葉生協のこだわり商品、あなたのおすすめ商品を、大切な方にお届けしませんか？ 

直送ギフトの他、いつもの配達で自宅に届く商品もあります。ぜひご利用ください。 

 

農産物などはお届け  

期間が決まっています。

詳しくは、くららで 

ご確認ください。 


