広

年金友の会「あったかくらぶ」

地域貢献活動

ＪＡ総合事業の機能を最大限に発揮し、
組合員の皆さま方、
地域の皆さま方の生活の向上と地域の発展に貢献して

主な貢献活動について

年金友の会（ゲートボール大会）

●東日本大震災復興支援募金活動・アジア共生募金を実施
●3市（多治見・土岐・瑞浪）公共事業への寄付
●地域活動への協賛・後援（各地域文化活動等）
●春・秋の全国交通安全運動への自主参加
●高齢者福祉活動への取り組み（在宅介護サービスステーション）
贈呈式
●法律・税務・年金・介護・不動産無料相談会の毎月開催（延べ120回以上、利用者計381名）
専門の弁護士・税理士・社会保険労務士・介護支援専門員・介護福祉士が日常生活における様々なトラブルの解決、
相続税・贈与税・その他資産運用に関するご相談、
年金の受取り等に関するご相談、
および介護保険の利用方法や
介護施設情報等、介護保険適用に関するご相談など無料で応じさせていただいています。
●「ＪＡとうとＣＵＰジュニアフットサル大会」
（U-9･U-12 計16チーム 全参加者約154名）
を開催
●小・中学生を対象とした書道コンクールや交通安全ポスターを開催
●地域防犯活動への取り組み（こどもみまもり隊ＪＡ１１０番）
など
●管内の3市（多治見・土岐・瑞浪）
に対する主な寄贈
・全小学校（28校）へ子供向け農業雑誌
「ちゃぐりん」
（1,800冊）
を寄贈
・新米（300kg）公共福祉施設へ寄贈 等
●食農教育に関する取り組み（小学校での食農に関する授業・田植え教室
交通安全運動
・稲刈り教室）
など
●園児によるサツマイモ収穫体験及び乳牛とのふれあい体験
●レジャー農園（貸し農園）への取り組み

②旅行・観劇・ゲートボール大会・ゴルフ大会の実施
③毎年9月敬老お祝い品プレゼント
④健康ホットライン
（健康無料電話相談）
⑤普通傷害共済へ割安な掛金でご加入いただけます。

その他の組織・協力団体

「たすけあい組織 ふれあい」
高齢者福祉対策活動の一環として、会員の
ボランティア活動による地域福祉活動に貢献
しています。
今後も積極的な活動を計画し、展開します。
（会員数 33名）

7

①交通事故見舞金制度への加入（掛金等のご負担はありません）

動

１ 文化的・社会的貢献に関する事項

■「あったかくらぶ」会員特典

活

いきます。

各種年金のお受取りを当ＪＡへご指定いただくだけで
「あったかくら
ぶ」
にご入会いただけます。
会員相互の親睦旅行やその技
とチームワークを競うゲートボー
ル大会
（地区・県大会）
・ゴルフ大
会等の活動を実施しています。
（会員数 約23,300名）

報

地 域 貢 献 活 動
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多治見市地区

味覚友の会

（会員数 895名）

小泉グリーン会 （会員数

23名）

ひかり会

（会員数

74名）

滝呂ひかり会

（会員数

66名）

広報活動

１ 情報提供活動

2

共済事業

4

経済事業

広報誌

ＪＡとうとは、岐阜県が行う
「岐阜県安全・安心まちづくり」
フレンドリー企業の認定を受けています。

ジュニアフットサル大会U-12優勝チーム

ホームページ

食農教育

3
2

信用事業

利用者ネットワーク化への取り組み

●各地区経済団体（講演会開催・親睦旅行・ゴルフコンペ・健康診断など）
●ＪＡ年金友の会｢あったかくらぶ｣（親睦ゴルフ大会・ゲートボール大会・旅行開催など）
●
「たすけあい組織ふれあい」
（福祉活動） ●ＪＡ味覚友の会
（日帰り・宿泊各親睦旅行など）

各地区経済団体
■ 活動内容

講演会・研修会
（勉強会）
・地域のイベント実施
（行政との協賛等）
・成人病検診・各種親睦会等

「どうなる日本！」
政治・経済ここがポイント
講師 橋本 五郎 氏
（読売新聞特別編集委員）

土岐市地区

土岐市経済倶楽部 （会員数 323名）

多治見市地区

池田経済同友会 （会員数
姫経済同友会
（会員数
小泉経済同友会 （会員数
市之倉昭和経済会 （会員数
笠原昭和経済会 （会員数

60名）
33名）
36名）
39名）
36名）

（注）
キャンペーン案内・提供パンフレットは主だった一部のみ掲載しています。
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