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会場 支部会館６階

※今後の群会議の会場・方
法と日程は、分会役員に必
ず 確認してください。

本格的な夏が始まり、コロナ対

円に改定されています。また、金

感染症や熱中症に気を付けながら、 限度額が１００万円から２００万

などが拡大のきっかけになります。 生活応援ローン」が４月より融資

の家族を含めた交流づくりとして開催しま

す。子供たちが楽しめる内容になっている

ので、お子さんと一緒にご参加下さい。

令和３年１０月１５日

後継者世代（４９歳以下）の組合員とそ

【申請方法】申込書にレシート・

[日

時]１０月３日（日）午前１０時～午後３時

[会

場]支部会館

[会

費]無料

[内

容]ネスト作り、折り紙教室、宝釣り、

防水シール貼り体験 等

【補助額】２０００円（実費上限）

購入した証紙から適用となります。

なります。利回りは１０月以降に

◆組合・未加入者情報の聞き

取りにご協力を ◆

ために作られた退職金制度です。

月から始まります。秋の拡大でも

いくための活動（組織拡大）が来

組合組織を大きくし、良くして

支部でも多くの組合員が利用して

加入を促進しましょう。

で、より多くの仲間に声掛けをし、

紹介者キャンペーンを行いますの

【変更内容】

制度の改定が施行されます。

いる制度ですが、１０月１日より

建退共は建設現場で働く方々の

◆建退共制度改定◆

１００人です。

※１人１回のみ申請可能で、先着

７５０円から８０００円に変更と

※支部で証紙購入の場合、月額７

運用利回り３％から１・３％へ

掛金日額３１０円から３２０円へ

手芸教室（マスクチャーム作り）

夏本番！万全な体調管理を

策に加えて、熱中症対策も必要な
仲間への声掛けから始めていきま

利に関しては年１・５％から１・

「秋 祭 り」開 催 します
【申請期限】

後継者対策部からのお知らせ

領収書を貼り支部へ提出

モザイクタイル、

拡大月間も始まります

季節になりました。
しょう。

日々の健康管理である「健康診

令和３年４月１日～９月３０日

【購入期間】

象とします。

従業員へ支給した場合も補助の対

今年度は事業所や会社が購入し

せん」と共に活用して下さい。

部で行っている「空調服販売あっ

いて支部から補助を行います。本

組合員が購入した空調服等につ

◆空調服購入補助◆

担当 ：
田中さん ）まで。

田支店 （ ３７３８‐６２５１

問い合わせは、中央労働金庫蒲

います。

親方から従業員まで幅広くなって

対象は、組合員の事業主・一人

度は金利を支部が負担します。

０％となっています。更に、初年

断」（８月は中止）、熱中症対策
に「空調服の購入」、コロナウイ

より中止となりました。

◎緊急生活応援ローン◎

制度の詳細は支部まで
お問い合わせください

すので積極的に利用しましょう。

【対象となる可能性がある方】
①世帯主が死亡した組合員
②世帯主が重篤な傷病を負った組合員
③建設産業の収入が１９年または２０年と比べ
て３０％以上の減収が見込まれる組合員

中央労働金庫が展開する「緊急

【対象となる可能性がある方】
①給与・報酬等の支払いを受けている方で、労
務不能となった組合員・家族
②個人事業主・一人親方の方で、医療機関で労
務不能と認められた組合員

また、秋の拡大月間も近付いて

■土建国保料を減免します！

きました。夏からの地道な声掛け

■新型コロナウイルス感染症手当金

など支部には様々な制度がありま

ルスの影響による「給付金の申請」、 日曜健診は緊急事態宣言の延長に

８月２９日に予定していた支部

◆支部日曜健診◆

（２）
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