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勤労者協会の
火災共済ってどんな共済？

マツダスタジアム
観戦者募集！

昨年は、カープのセリーグ制覇・クライマックス優勝で、広島全体が大いに盛り上がりました。
勤労者協会の「カープ年間指定席観戦者募集」に昨年応募、当選された方々については､
大変喜んで頂けたものと思います。と、言うことで一昨年度より実施しておりますマツダ
ズームズームスタジアムの「カープ年間指定席観戦者募集・チケット配布」を引き続き２０１７
年度の事業として、共済加入者を対象に開始しております。
（只今、絶賛！第２回募集中！
！）
下記応募条件に該当する方はふるってご応募ください。

応募の詳細についてはインターネットから、
勤労者協会のホームページをご覧ください。
検索

勤労者協会
安心づくりのパートナー

安 い

非営利団体の、相互扶助の
精神を基本とした火災共済です
特長

負担の少ない安価な掛金

10万円保障（1口）の掛金は、

木造家屋：月額／6円 年額／70円
鉄筋家屋：月額／3円 年額／35円

とリーズナブル。

例：木造家屋1,000万円保障の掛金は月額600円、年額7,000円

特長

お支払いする共済金は

共済金（保険金）は新価額（＝再取得額）でお支払い！
築年数、評価額に関係なく、新しく建てる金額（新価額）でお支払
い（契約金額内）、減価償却いたしません。免責もありません。

保障金額：最高

4,700万円

（臨時費用最高200万円含む）

特長

免責

0円

い
い
入りやす
保障がい

火災共済
特長

加入方法、補償範囲は

建物は述べ坪数に6口（60万円相当）掛けた
もの、家財は居住家族数で最高加入限度額が
決まります。その範囲内で補償金額をご自身
で決定していただきます。
例：40坪の建物で4人家族のお宅の最高加入限度額は、
家屋［建物］
（40坪×6口）＋家財150口＝390口（3900万円保障）

特長

付加共済

追加料

金

火災共済に加入すると、追加料金無しでついて
くる保障が9種類。台風、大雪などの風水雪害、
車両の飛び込み、水漏れ損害、失火見舞金、
死亡弔慰金等々。
死亡弔慰金は火災による死亡だけでなく、
・・・・・
契約者については全ての死亡に対し共済金を給付
いたします。

免責

0円

火災共済に加入していればこんな特典も

家族でリフレッシュ
（契約保養所宿泊利用料金補助）

家族で勤労者協会の保養所に宿泊すれば
大人 一人当たり 2,000円
子供 一人当たり 1,000円の補助が有ります。

（http://www.kinnrou.jp）

■応募条件と詳細内容

・勤労者協会の火災共済保険50口以上、または総合
共済３口の加入者に限ります。
・募集試合スケジュールの中から、ひとり１試合、１回
（２名分）の応募を受けつけます。
・募集枠は１試合、最大３組（６名）となります。
・雨天などで試合中止の場合の代替えはありません。
・抽選結果などの問い合わせには対応できません。
予めご了承ください。
当選者には３塁ネット裏、ＳＳ指定席券２枚を 簡易書留
で送付致します。
応募者多数の場合は抽選とし、当選結果は指定席券の
発送をもって発表にかえさせていただきます。

呉支所所長交替
のお知らせ

なし

楽しく聴講｡有意義な時間を｡
（講演会事業）

・・・・・
毎年著名人をお招きしての講演会は聴講料無料！
大変ご好評頂いております。
昨年の講師は
「さかなクン」
でした。

左記の方法以外に、すこやか表面や
右記に記載のＱＲコードを読み取っ
て頂くことでも勤労者協会のホーム
ページに入ることが出来ます。

■応募方法

勤労者協会のホームページより応募用紙をダウンロード
し、以下の内容を記入してＦＡＸ送信、又は郵送にてお申
し込みください。
①住
所
奮って
②氏
名
ご応募ください！
③電話番号
④加入団体
⑤観戦希望日、対戦相手
※内容に不備が有る時は受付できま
せんので、正確に漏れが無いよう
記入ください。
※個人での応募とし、組織的な応募
は受付けません。

2013年7月1日より呉支所所長として勤務しておりました西土居

担当となります呉、竹原、東広島地区の皆様はもちろん、その他の地区の皆様、何卒よろしくお願い致します。

宜しくお願いします
こんどう

近藤

彰が4月末日をもって無事定年を迎え退職

することとなり、それに伴い4月1日より呉支所所長を近藤信篤と交替することとなりました。

のぶあつ

信篤

有難うございました
にし ど

この度、呉支所長に就任いたしました近藤と申します。
新任ではございますが、勤労者協会の一員として、福祉の向上と
安心を追求し、会員皆様の良きパートナーとしてお力添えができま
すよう頑張らせていただく所存です。
誠心誠意ご対応させていただきます！お気軽にお声をお掛けい
ただければと思います。
前西土居呉支所長同様、何卒よろしくお願い致します。

い

西土居

新所長

あきら

彰

前所長

３年10ヶ月と短い期間では在りましたが、なんとか職務を全うす
ることができ、満足感と同時に皆様のご支援、ご協力に感謝、感謝
の気持ちで一杯です。
それまでとは全く違った環境下での協会の業務は、私にとって大
変貴重な経験となりました。全焼火災や土砂崩れ等自然災害とい
う悲しい事実も経験致しました。
最後に皆様のご健康とご多幸を祈念するとともに、安心づくりの
パートナーである勤労者協会に更なるご支援とご協力を賜りますよ
うお願いし退任の挨拶とさせて頂きます。
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