
　生活協同組合の最高意思決定機関であり、株式会社の株主総会
に相当します。総代選挙規約にもとづき、各市区より選出された総代
は出資金額の多少に関わらず各1個の議決権を有し、民主的な意思
決定がなされています。
　各提出議案については、出席総代の過半数で決定しますが、定款
変更、組合員の除名等の最重要案件については、出席総代の3分の2
以上の多数で決することとなっています。

総代会とは？

平成28年度通常総代会結果報告

利用分量割戻金のお知らせ
　通常総代会において、火災共済、医療共済
およびこども共済の割戻しの額ならびに返
還方法が決定いたしました。平成27年度中
に払い込まれた掛金額に対し、右記の割戻
率を乗じた金額を割戻金としてお返しさせ
ていただきます。
　なお、割戻しを受ける対象者の方につきま
しては、8月初旬頃に通知を郵送いたします。    

　平成27年度中に火災共済、医療共済またはこども共済の契約を締結した
組合員で、総代会開催日(平成28年6月21日)において在籍している方      

平成2
7年度

　

　割戻し額の内、各３％相当額を組合員の出資金に振替させていただき、残額
(火災：17％ 医療：11％ こども：17％相当額)は､平成28年9月1日以後の契約更
新時に共済掛金額から控除(掛金充当)させていただきます。なお、医療共済、こども
共済の場合は､平成28年8月29日の口座振替分から充当させていただきます。

１.返還方法 

２.対象者　 

割戻率　  
火 災 共 済 ２０％
医 療 共 済 14％
こども共済 20％

　平成27年に実施しましたイメージキャラ
クター名の公募に多数のご応募をいただ
き、誠にありがとうございました。
　平成28年2月に選考委員会で厳正な
る審査を行い、応募総数259通の中より、
下記の名前に決定いたしました。

＜名前の由来＞
　幸せを届ける鳥であるので幸せの
“Happy”から“はぴ”を取って、神戸の“こ”を
合わせて「はぴっこ」と名付けました。

はぴっこです。
組合員の皆様、
これからも

よろしくお願いします！

神戸市民生協 イメージキャラクターの神戸市民生協 イメージキャラクターの

名前が決定しました！名前が決定しました！

発行人：神戸市民生活協同組合 事務局長　　編集：神戸市民生活協同組合 総務課
〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル8階
　　TEL.0120-81-9431　　http://www.kccs.or.jp/

2016年（平成28年）7月13日―神戸市民生協組合員のみなさまへ―　「はぴっこ通信」は神戸市民生協発行の機関紙です。

住所変更等契約内容に変更が生じましたら、
必ずご連絡ください（お願い）

住所等変更の際の届出について 

　転居される際には、前もって、新しい住所、電話番号等を必ず
お知らせください。
　転居にともない、氏名・振替口座・火災共済物件の広さおよび
構造等を変更される場合もあわせてお申し出ください。

共済金の請求漏れはございませんか
　共済金のご請求は、支払い事由の発生を知った日から３年を過ぎ
ますと、そのご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。

共済金のお支払い相談窓口

まずはお電話ください。TEL.0120-81-9431

　当組合は、健全かつ適正な事業運営に努めつつ、制度の充実を図るとともに、きめの細かい普及推進活動を行ってまいります。
　これからも組合の基本理念である「非営利・相互扶助」に基づき、組合員の皆様の身近な地域生協として、信頼と安心を提供できるように
努めてまいります。

平成２８年度事業計画

　組合員の皆様の暮らしの安心・安全を守る各種共済・保険商品を引き続
き提供してまいります。
　共済事業については、従前よりも加入引受基準を緩和した医療共済商品
の提供により、これまで加入が困難であった組合員の方々にもご利用いただ
けるよう取り組んでまいります。保険代理事業については、新たに傷害保険
の取り扱いを開始いたします。普及推進活動に関しては、従前からの商店街
等での相談会や地域団体向けの説明会を継続し、地域への周知にも積極的
に取り組んでまいります。
　また、本年度より導入したフリーダイヤルにより、組合員の皆様方等の利
便性の向上を図るとともに、いただいたお声に誠実に耳を傾け、魅力ある共
済制度の開発や業務改善等に活かしてまいります。
　今後とも、組合員の皆様に「加入してよかった」と実感していただける組合
を目指してまいります。

１.共済事業
　共済事業及び保険代理事業の普及推進を図るため、広
報・広聴活動の更なる充実に努めてまいります。
　広聴活動につきましては、組合員の皆様とのコミュニケー
ション強化も兼ね、共済加入全組合員の方々からの事業及
び共済商品評価に関する意見を募集し、多様化、高度化す
るニーズを把握するとともに今後の事業活動に活かしてまい
ります。また、組合機関紙の発行等、組合員の皆様と緊密な
関係を構築するよう努めてまいります。
　生活文化活動につきましては、現行の組合員割引施設の
拡充に努めるとともに、組合ホームページの更なる充実等、
組合員の生活の文化的・経済的な改善向上を目的とする教
育文化事業を実施してまいります。

２.広報・生活文化活動

スマートフォンでも見やすくなりました！
ぜひ、ホームページをご覧ください！

お気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせ 
■共済／kyosai＠kccs.or.jp ■共済以外／info＠kccs.or.jp

http://www.kccs.or.jp/検 索神戸市民生協

0120-81-9431
営業時間／9：00～17：30（土・日曜及び祝日休業）

ハ イ キ ョ ウ サ イ

神戸市民生協とはこんな団体です

当組合の事業をご利用いただくには
　兵庫県内にお住まいか、お勧めの方であれば、ど
なたでも組合員になることができます。共済事業であ
れば、初回の掛金をいただく際、掛金と一緒に組合
出資金として1口（50円）をお預かりいたします。
　出資金は、当組合の事業を利用されなくなった
り、県外へ転居され組合員の資格の範囲外になった
ときには、全額ご返金させていただきます。

　お電話をいただければ、申込書類をお送りさせ
ていただきます。神戸市内の方であれば、地域の担
当係員がご自宅をご訪問し、詳しい説明をお聞き
いただいたうえで加入申込みしていただくこともで
きます。
　他にも、ゆうちょ銀行やコンビニエンスストアか
らの払い込みや口座からの自動振替によっても掛
金のお支払いができますので、お忙しい方にも便
利です。また、当組合のホームページから各共済の
加入申込や資料請求もしていただけますので、ぜ
ひご利用ください。

ご加入はお電話かインターネットで

　当組合は、兵庫県知事認可を受けた営利を目的と
しない生活協同組合です。現在では約23万人の方
が加入されています。
　これからも、日々の安全・安心の暮らしを支える共
済・保険商品のご提供に努めます。

フリーダイヤルができました！ 通話
無料

　6月21日(火)､三宮コンベンションセンターに
おいて平成28年度通常総代会が行われました。
　久元喜造理事長の挨拶、総代の永年勤続表彰
が行われたのち、関達郎議長（長田区総代）の議事
進行のもと、平成27年度の事業報告・共済事業
の利用分量に応ずる割戻しをはじめ平成２８年度
の事業計画・予算目論見などの全11議案が原案
通り可決・承認されました。
 なお、この総代会をもって、久元理事長が退任
し、直後に開催された理事会において、岡口憲義
氏が理事長に就任いたしました。 久元喜造 理事長　

関 達郎 議長

岡口憲義 新理事長



公演チケットプレゼントについて 組合員割引施設

組合員様アンケート 皆さまのご意見をお聞かせください！

アンケートにご協力いただいた方の中から、
全国共通図書カード（1,000円分）を
抽選で３００名の方にプレゼント！
　プレゼント抽選を希望される方は、アンケート応募はがきの
裏面に、お名前・組合員番号・年齢を必ずご記入ください。
ただし、プレゼントのご応募は、組合員の方に限らせていた
だきます。当選された方につきましては、カードの発送を
もって当選結果に代えさせていただきます。
＜平成28年10月31日消印有効＞

　神戸市民生協に対するご意見・ご感想をお聞かせください。
　組合員の皆さまの声を反映させながら、より良い事業運営
を目指していきます。ご意見・ご感想をアンケートハガキにお
寄せください。
■ご加入の状況について
Ｑ１.当組合をお知りになったきっかけをお聞かせください。
　（複数回答可）
①共済普及員の勧め ②ライフアドバイザーからの勧め ③ご家族や知
人からの紹介 ④折込チラシなど ⑤広報紙ＫＯＢＥなどの各種情報誌 
⑥ホームページ ⑦その他

■神戸市民生協について
Ｑ３.当組合の広告について印象をお聞かせください。
（Ａ）折込チラシ等　（①よい ②普通 ③悪い ④見ていない）
（Ｂ）パンフレット類 （①よい ②普通 ③悪い ④見ていない）
（Ｃ）ホームページ　（①よい ②普通 ③悪い ④見ていない）
※その他、具体的なご意見があればご記入ください。

■自由意見項目
Ｑ８.その他お気づきの点、今後当組合に期待したいことがあれば、
ご記入ください。

Ｑ４.当組合に対する要望をお聞かせください。(複数回答可)
①割戻し率の向上 ②保障金額の引き上げ ③医療共済等告知事項
の緩和 ④新たな制度改善 ⑤事業の継続的成長
※その他、具体的なご要望があればご記入ください。

Ｑ５.この度の制度改善についてお聞かせください。
①十分に充実した ②保障内容等不十分 ③どちらともいえない
※制度改善に関する具体的なご要望があればご記入ください。

Ｑ７.教育文化事業についてのご希望・ご意見をお聞かせください。  
（複数回答可）
①コンサート、セミナー、映画鑑賞会等イベントの開催 ②スポーツ、各
種興行等のチケットプレゼント③地域への還元 ④暮らしの安全・安
心につながる啓発活動 ⑤その他
※具体的なご希望・ご意見があればご記入ください。    

①万が一に備えた死亡保障 ②がんに備えたガン保障 ③病気や
ケガに備えた入院保障 ④寝たきりや認知症になったときの介護保障
⑤その他のタイプの保障（　　　　　　　　　　　　　    　）

Ｑ６.現在ご加入中の共済以外で、今後、重視したい保障について
お聞かせください。（複数回答可）

Ｑ2.当組合にご加入いただいた理由をお聞かせください。
　（複数回答可）
①掛金が安い ②保障面が充実している ③保障内容がわかりやすい 
④普及員や係員の対応が良かったから ⑤加入手続きが簡単 ⑥安心
できる団体だから ⑦広告をよく目にするので安心 ⑧割戻し(火災・医
療・こども)があるから ⑨他の保険・共済の補完のため ⑩その他

郵便はがきに、希望のイベント名（番号）・組合員番号・
氏名・年齢をご記入のうえ、
〒651-0096 神戸市中央区雲井通５丁目３番１号 サンパル８階
神戸市民生協『公演チケットプレゼント』の係までご応募ください。
※各公演ごとにハガキでご応募ください。
（１枚で複数の公演へのご応募はお受けできません）
※お１人様1公演につき1枚までのご応募でお願いいたします。
（例：上記4公演の場合、お１人様1公演につき1枚ずつ、計4枚までお受けいたします）

　抽選で各公演チケットをプレゼントします。ご応募は神戸市民
生協組合員様に限らせていただきます。
※①、②、④につきましては、未就学児童の方はご入場いただけませんのでご了承ください。

（組合員証は、初回掛金引落（払込）日以降の発送となります）
 組合員証のご提示で組合員および同伴者が割引料金となります
（割引対象となる同伴者数は各施設により異なります）。ただし、こく
さいホールは公演の内容によりチケットの購入枚数を制限させてい
ただくことがあります。

※印の施設は、組合員証の他に別途割引券が必要となりますので、当組合までご請求
いただくか、ホームページ（http://www.kccs.or.jp/)から印刷してお持ちください。
◆ 各 施 設 の 割 引 額 および 割 引 対 象 人 数 等 に 関 するお 問 い 合 わ せ は
（TEL.0120-81-9431）まで。ホームページからもご確認いただけます。

こくさいホール【078-231-8162】の各割引対象公演については、当組合ホームページにてご確認
いただくか、前記電話番号まで直接お問い合わせください。

★神戸布引ハーブ園/ロープウェイ（ナイター料金は割引適用外）　★神戸
どうぶつ王国　★神戸国際会館こくさいホール　★109シネマズHAT
神戸　★人と防災未来センター　★風見鶏の館　★萌黄の館　★神戸
市立博物館　★バンドー神戸青少年科学館　★神戸ポートタワー※ 
★神戸海洋博物館・カワサキワールド※　★賀川記念館　　　

★神戸市立小磯記念美術館　★神戸ファッション美術館 
★神戸ゆかりの美術館　★神戸市立六甲山牧場　　

★神戸市立須磨海浜水族園※　★神戸市立須磨離宮公園　
★シーサイドホテル舞子ビラ神戸

★日本玩具博物館（姫路市）　★兵庫陶芸美術館（篠山市）

★しあわせの村温泉健康センター「しあわせの湯」　★金の湯　★銀の湯 
★太閤の湯殿館　★神戸市立森林植物園

① 神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団
　 合同演奏会

下記施設が割引料金でご利用いただけます！

日　時　平成28年11月1日（火）18時30分開演
会　場　神戸文化ホール 中ホール〈神戸市中央区楠町4-2-2〉

日　時　平成28年12月23日（金・祝）16時開演
会　場　神戸国際会館こくさいホール〈神戸市中央区御幸通8-1-6〉

日　時　平成29年1月7日（土）15時開演
会　場　神戸国際会館こくさいホール〈神戸市中央区御幸通8-1-6〉

日　時　平成29年3月11日（土）14時開演
会　場　神戸文化ホール 中ホール〈神戸市中央区楠町4-2-2〉

③ 新春吉本お笑いバラエティーショー2017

④ 桂米朝 一門会　  

10組20名
様

20組40名
様

25組50名
様

20組40名
様

須磨区・垂水区

灘区・東灘区

中央区

北　区

神戸市外

神戸 太郎
000 000 00

00

神戸 太郎
000 000 00

00

抽選のうえ、チケットの発送をもって当選結果に代えさせていただき
ます。（チケットは各公演2週間前頃の発送となります）
神戸市民生協  TEL.0120-81-9431(平日9：00～17：30)

当 選 結 果

応 募 方 法

問い合せ先

10/11（火）
消印有効

11/30（水）
消印有効

12/15（木）
消印有効

2/16（木）
消印有効

組合員様限定！

　各共済の詳しい内容については
ホームページをご覧いただくか、
資料をご請求ください。

ご加入は70歳まで！保障は80歳まで
健康告知しんぷるプラン

月掛金わずか500円で
入院1日5,000円の保障
扶養者が死亡された場合、
掛金払込免除のコースもあります。

自治会など20人以上の団体で
加入されると割引があります。

安価な掛金 〈例：専用住宅の年掛金〉

再取得価額で保障！
（加入基準額の70％以上の加入の方）

お得な年払掛金もご用意
（月掛金500円→年掛金5,800円）

落雷や水濡れなども保障されます。

ご加入は18歳まで！保障は19歳まで
（簡単な健康告知が必要です）

お手頃な掛金でさらに健康告知がかんたんに！
持病があっても入りやすく！

交通災害共済

医療共済
こども共済

⽕災共済

小さな掛金で確かな保障をご用意！

共済事業のご案内

ポイント①
ポイント②

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント①

ポイント②

月掛金1,500円～
入院保障1日2,500円～

上記に該当されなければご加入いただけます

耐火400円・非耐火700円 （保障100万円あたり）

ご加入は75歳まで！保障は85歳まで
（簡単な健康告知が必要です）

あんしんくみたてプラン

ポイント①
ポイント②
ポイント③

月掛金1,500円～
入院保障1日3,500円～
プラス月掛金各500円で

お子さまの病気やケガの備えに！

家財のみでもご加入いただけます

年齢・性別に関係なくご加入いただけます！

日本国内の交通事故による
ケガの入院・通院・死亡等を保障します。

お手頃な年掛金1,000円～
（15歳以下は年掛金800円～）

大切な財産（建物・家財）の万が一に！

http://www.kccs.or.jp/

検 索神戸市民生協

TEL.0120-81-9431

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

■この広告は個人賠償責任補償および傷害補償の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は、当組合までお問い合わせください。
 ［2016年6月作成　16-T14060］

※上記は重複しては支払われません。

団体総合生活保険団体総合生活保険

11,000000円1,000円

＊ご加入に年齢制限はございません
＊安心の示談サービス付（国内の事故に限ります）

日常生活中の偶然な事故により、法
律上の賠償責任を負った際の補償
です。ご本人様および配偶者、同居
の親族、別居の未婚のお子様も補
償されます！

個人賠償責任補償

約83円！

自転車事故等への賠償保険をお探しなら！

補償限度額

国内：1億円
国外：1億円

月額
あたり

保険料（年額）

500500円500円

＊補償額の多いBタイプもございます。
＊その他、傷害による死亡や後遺障害も補償！

ケガによる入通院を１日目から補償
します。年齢制限や健康状態に関
する告知はありません。補償対象
は被保険者本人のみとなります。

傷害補償
ご自身へのケガの補償をお探しなら！

傷害一時金（入通院）※

A
タイプ

保険料（月額）

新規取扱
 開始！

1～4日以内 5千円（一律）
5日以上 2～20万円

（部位・症状に応じて）

Q.現在入院中ですか？または、医師から今後
1年以内に入院や手術をすすめられていますか？

家計の負担を
軽減した掛金

短期入院も安心の
入院一時金も！

② 第九コンサート2016

高血圧で投薬中でも、組合の定める基準値内であれば加入いただけます。
②特定の疾病加入制度を新設！高血圧症の方に（本態性高血圧症に限ります）

白内障やぜんそくなど組合の指定する疾病や、妊娠・分娩に関する
お支払いを一定期間免責いただくことを条件に加入いただけます。

①特別条件付加入制度を新設！組合指定の疾病をお持ちの方、妊娠中の方に

平成28年秋制度改善！新登場！

ガン・女性・通院の3つの特約をご用意

※詳しくはお問い合わせください！

制度改善で、よりご加入しやすく！

③軽度の病気範囲を拡大！
歯周病、花粉症、湿疹など治療中でも加入いただける軽度の病気の範囲を拡大！

おたずねする健康告知は1つだけ！

病気やケガの備えに！




