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新登場 マイカー共済がさらにお得に

大反響！組合員さんからの喜びの声が続々！ マイカー共済無料見積もりで補償掛金の確認を！
昨年１１月より、こくみん共済 coop のマイカー共済の代理店として、取り扱いが開始され、団体割引１２．5％も同時に
スタートしました。無料見積もりを行い、ご加入いただきました多くの組合員の皆さんから、喜びの声や感謝の声をいただ
いております。
代理店業務が開始して早々に、よつ葉生協では内部の役職員・スタッフに無料見積もりを行いました。組合員の皆さんに
お勧めするマイカー共済の真の良さについて身をもって知り、お得な掛金で家計への負担軽減をはかるとともに「7 才の交
通安全プロジェクト」への参加による交通事故を減らす社会貢献にも参加することを目的に実施しました。あくまでも参考
ではありますが、８７台の見積もりが行われ、掛金等不明分を除いた７５台中、６８台９０．７％の車がお得になりました。
生協の組合員だから特別な団体割引が受けられる、マイカー共済です。組合員資格がない方は、生協組合員になれば団体
割引が受けられます。

組合員さんの生の声をご紹介！
今回ご加入いただいた組合員さんからの生の声をご紹介させていただきます。
伊勢崎市 K.W さん

宇都宮市 K.Ｓさん

「定年退職後、会社の自動車保険に継続加入してい

「今年 1 月に事故を起こしてしまい、相手方

て、団体割引 25％が適用されていました。よつ葉

との示談も終わり、掛金が上がることに…。

生協の団体割引が 12.5%と書いてあったので、お得

『保険会社にお世話になったのでそのまま継

になるか半信半疑でしたが、実際にマイカー共済の

続で』と思っていましたが、ダウンした等級で

無料見積もりを実施したところ、かなりお得にな

見積もりをしてみたら、かなりお安くなりました。生

り、年金生活の私には助かりました。」

協職員の方に無料見積もりすすめていただき、良
かったです。」

小山市 K.Ｎさん
「3 年満期契約の保険でしたが、マイカー共済の見
積もりを実施したところ、かなりお得になり、2 年
目の途中ではありましたが、現契約を途中で解約
しマイカー共済に加入しました」

小山市 Ｍ.Ｓさん
「もともと団体割引で自動車保険に加入して
いたので、そんなに安くならないだろうと思
っていたのですが、同じ内容のプランで大き
く保険料が変わりました！以前、息子がもら

日光市Ｙ.Ｙさん

い事故(過失無し)の時に自分で対応しなけれ

「家族で 2 台車を所有していたので無料見積もりを

ばならない煩わしさを経験しているので、安

実施してみたところ 2 台ともかなりお得になりまし

くなった分で、弁護士費用等補償特約をつけ

た。また契約者を同じにすると、さらに掛金が 2 台と

て安心も増えました！気軽に見積もりするこ

も 3％割引となり有難かったです(複数契約割引)」

とをお勧めします。」
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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
実際に、見積もりをし、喜んでいただいた組合員さんの
声を、ほんの一部ですが、ご紹介させていただきました。
一度無料見積もりを試していただき、お得になった組合
員さんについては、ご家族を追加加入していただけるリピ
ーターが多くなっています。
残念ながら、100％お得になるということではありませ
んが、まだ実施していない組合員の皆さまも、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 才
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。

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

見積もり方法について

ットをご参照ください。

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

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‼

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。

※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。
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米価下落で農家はやっていけない 消費者はもっと食料に責任を
【消費者リポート 3 月号】を読んで
～コメをはじめとする国産をもっと食べて、農業に関わり、食料確保に責任をもつ～
2 年続きの米価下落に加え、肥料などの生産資材が高騰し、農家さんの経営はますます苦しく
なっています。いよいよ農業を続けられずに離脱する農家さんが増えるかもしれません。生産
費を下回る手取り価格で赤字が続いては、後継者に安心して道を譲ることは難しいからです。
私たち消費者にできることは何でしょうか。
「お米をたべること、食べて環境や水田を守ること、稲作の意義・機能の理解を深めること、
農業・農村現場との交流」が挙げられます。そして、消費者が自らの食べものをどう確保する
かを考えることが大切なのではないでしょうか。
異常気象や災害が地球規模で頻発する中、食料を輸
入に頼ることの危うさが指摘されている中で、農業・食料を守るのは、消費者の課題のひとつだ
と思います。
安全な食品を手頃な価格で購入することは、消費者の願いであり、権利であり、それを形にす
るため設立されたのが生活協同組合（生協）です。安全な食べものを供給するには、農家さんが
作り続けられる条件を生協が整え、それを組合員が理解して買い続けるという運動体としての理
念が息づいています。この「買い支え」が安全な食べ物を確保するために生産基盤を保証する生
協の原点だと思います。
「生活協同組合あいコープみやぎ」が力を入れている「援農」は、組合員が契約農家さんの
作業の一部を担い、自らの食べものを土から作る体験を通じて、暮らしから生まれる「真の豊か
さ」を共有する場となっているそうです。さらにコメを中心にした「循環型農業」の実現にも力
を入れていて、増え続ける耕作放棄地を契約農家さんが引き取り、そこで米粉用米や飼料米を栽
培、その飼料米を与えた豚の堆肥を田んぼに戻すことで循環が生まれ、さらに栽培した米粉用米
の米粉でパンを製造する福祉工房を立ち上げ、
「農福連携」も行っているそうです。こうした取り
組みが、相対的には高い商品価格を上回る「絶対的な価値」として支持されているのだと思いま
す。実際、あいコープみやぎの契約農家さんは経営の見通しが持てることから後継者が育ってい
るそうです。
望ましいコメの値段を考えることは、消費者の安全な食糧確保と農業保全につながっていると
思います。そして私たち消費者は、コメをはじめとする国産の農産物を食べて、農業にも関わり、
食料確保に責任をもつことが必要であり、一人一人が自分に出来ることを少しずつでも取り組ん
でいくことが大切なのだと思いました。

（那須塩原地区 柿沼）

＜参考＞日本消費者連盟『消費者リポート№1655』（2022 年 3 月）

報告◇初めてでも出来るヨガ体験

◇6 月 20 日（月）

高崎中央公民館

コロナのためにずっとお休みだった

体側が気持ちよく伸びています。

委員会活動ですが、約 2 年ぶりに再開
し、今年度の活動再開に向けて話し合っ
てきました。
今回久しぶりの行事で何をすればい
いのか悩みましたが、だれでも気軽に参
加できるヨガ教室にしました。講師とし
て組合員歴 10 年以上の永塚先生をお招
きしました。
ヨガというと難しいのかな？とか、体
が硬いと無理なのかな？とか、少しハー
ドルが高く考えがちですが、皆さん楽し
く出来ました。
また来年以降も開催したいです。

いつも使わない太もも裏側の筋肉が伸びて、
気持ちいいです。
どのポーズも呼吸が大事。呼吸はゆっくり
丁寧に繰り返しました。

（前橋・高崎委員会 青山）
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第 3 回 定例理事会報告 8 月 10 日（水）
《報告・協議事項》
（1） OK シードプロジェクトサポーター登録について
「OK シードプロジェクト」とは、ゲノム編集トマトなどゲノ

（2） 7 月度 組合員活動会議報告
① 委員会行事、産地訪問の開催手順の確認（コロナ禍で開催
を見送っていた為）

ム編集種苗・食品が出てくることに懸念を感じた市民が立ち
上げた共同プロジェクトです。
「OK シードマーク」とは、ゲ

② 本部の組合員交流企画 農業体験について

ノム編集されていない種苗や食品に付けられるマークです。

③ ふれあいまつり in よつ葉だより企画について

一人ひとりが食に関心を持ち、声を上げ、それが大きくなれば

（3） 第 34 回危機管理委員会より

社会は必ず変わります。食の安全を守り、代々受け継がれてき

・濃厚接触者の待機期間について

た遺伝資源を子孫に残すため、よつ葉生協では活動に賛同し

・本人が罹患の待機期間について

サポーター登録を行いました。また、個人の登録も可能となっ

・BA.5 対策強化宣言(栃木県)について

ています。

●6 月度事業実積
26,741 名（7 月 20 日現在 前年比 101.0％）
組合員数

文化イベント情報

■各イベントのお問い合わせは、

直接主催者または連絡先にお願いいたします。

宇都宮

モモケイタと仲間たちによるアフリカ音楽ライブ
●日 時 9 月 23 日（金・祝）14：00 開演
●場 所 みずほの自然の森公園 里山ミュージアム

加入 147 名 脱会 104 名
379,155 千円（前年比 100.2％）

供給高

2022 年 4 月～累計 1,490,371 千円（前年比 100.3％）

2022 年度「よつ葉ふれあいまつり」は、コロナ禍と、いちご一会
国体開催による会場確保困難が重なったため会場開催を見送り、
紙面（くらら、よつ葉だより）での開催とさせていただきます。
＜よつ葉理事会＞

●チケット ひとり 1000 円（2 歳以下無料）
●申込み 申し込みフォームより 8 月 26 日（金）12：00 より
受付開始
●問合せ 宇都宮子ども劇場 TEL 028-680-4005

那須塩原

矢板

宇都宮

●タイトル

甲状腺エコー検査

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（8 月 4 週分）
ご協力ありがとうございます。
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)

（860 番）

6，300

群馬コロナウイルス対策募金 （861 番）

2，700

茨城誰かのために募金

2，600

栃木コロナ支えあい基金

合

（862 番）

11，600

計

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。

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（8 月 4 週分）
ご協力ありがとうございます。
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)

5，000

放射能から子どもを守る募金 （900 番）
（910 番）

18，700

「有機農業と国産種子」募金 （920 番）

7，500

震災孤児を支援する募金

合

31，200

計

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。

●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/

メールアドレスが変わりました。

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yotsuba-coop.jp
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Instagram

※ご来場の際はマスクの着用、検温、消毒等ご協力をお願いします。
感染拡大で中止になる場合は、申込された方に個別にお知らせします。

○2022 年 6 月 28 日から 7 月 23 日（26 日間）の太陽光発電量は、
15,201ｋWｈでした。CO2 削減量は 4,781kg（18L の灯油缶を
201 本燃焼した量）です。

Facebook

東日本大震災による福島第 1 原発事故から 11 年が経
過しました。今年も感染対策を徹底して 10 月に３会
場で甲状腺エコー検査を開催します。
この機会にぜひお申し込みください。
●那須塩原会場 10 月 22 日（土）13：30～17：00
10 月 23 日（日） 9：00～13：00
会 場 アジア学院 コイノニアハウス（那須塩原市槻沢 442‐1）
定 員 70 名
申込 https://bit.ly/3OrSI4y
問合せ TEL 080-3206-9178
那須塩原 放射能から子どもを守る会（手塚）
●矢板会場 10 月 29 日（土）12：30～17：30
会 場 城の湯 ふれあい館（矢板市幸岡 18）
定 員 50 名
申込 https://bit.ly/3n0kM3x
問合せ TEL 080-6544-2427
子供の未来を考える会ハチドリ（井田）
●宇都宮会場 10 月 30 日（日）10：00～15：00
会 場 まちづくりセンター まちぴあ（宇都宮市元今泉 5-9-7）
定 員 40 名
申込 https://bit.ly/3O3Hpjm
問合せ TEL 090-4601-4227
にじいろみらい宇都宮 事務局
●対 象 各市および周辺にお住まいの方、震災当時１８歳以下の
方優先 ※高校生以下は保護者付き添い。
●締 切 定員になり次第締め切らせていただきます。
当日受付は致しません。
●主 催 関東子ども健康調査支援基金
https://kantokodomo.info
基金 HP からチラシをダウンロードできます。
●申 込 オンライン申込み
メール・ＦＡＸをご希望の方はお問い合せください。
●検診実費 お一人につき 2000 円（那須塩原会場は 1000 円）

よつ葉太陽光発電報告

