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愛知労福協各支部の連絡先
東 三 河 支 部
豊 田 支 部
海 部 支 部
知 多 支 部
岡崎・額田支部
尾 張 北 支 部
西 三 河 支 部
尾 張 東 支 部
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名古屋南支部
名古屋中支部
名古屋北支部
名古屋金山支部
名古屋東支部
名古屋西支部

〒440-0853  豊橋市佐藤一丁目2番地5（東海労働金庫 豊橋支店内）
〒471-0833  豊田市山之手八丁目131番地（全労済 豊田会館内）
〒496-0817  津島市北町75番地-1（東海労働金庫 津島支店内）
〒475-0836  半田市青山一丁目5番地の22（東海労働金庫 半田支店内）
〒444-0852  岡崎市南明大寺町4番地4（東海労働金庫 岡崎支店内）
〒485-0047  小牧市曙町10番地1（東海労働金庫 小牧支店内）
〒448-0028  刈谷市桜町四丁目26番地（全労済 刈谷会館内）
〒489-0809  瀬戸市共栄通四丁目22番の2（東海労働金庫 瀬戸支店内）
〒491-0838  一宮市猿海道一丁目1番14号（全労済 一宮会館内）
〒457-0856  名古屋市南区南陽通り六丁目1番地11（東海労働金庫 名古屋南支店内）
〒460-0007  名古屋市中区新栄一丁目7番12号（東海労働金庫 本店内）
〒464-0002  名古屋市千種区香流橋二丁目3番地41号（東海労働金庫 名古屋北支店内）
〒460-0024  名古屋市中区正木三丁目13番13号（東海労働金庫 金山支店内）
〒466-0055  名古屋市昭和区滝子通一丁目2番地の2（東海労働金庫 名古屋東支店内）
〒450-0002  名古屋市中村区名駅三丁目24番2号（東海労働金庫 名古屋駅前支店内）

〒456-0002  名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号 ワークライフプラザれあろ2階

TEL 0532（63）0700　FAX 0532（63）3113
TEL 0565（71）0090　FAX 0565（71）0096
TEL 0567（27）4085　FAX 0567（27）4086
TEL 0569（21）4032　FAX 0569（21）3518
TEL 0564（71）3011　FAX 0564（71）3018
TEL 0568（39）5376　FAX 0568（39）5377
TEL 0566（21）5614　FAX 0566（21）5722
TEL 0561（82）5021　FAX 0561（84）8433
TEL 0586（26）1261　FAX 0586（26）1262
TEL 052（692）2361　FAX 052（692）7423
TEL 052（243）8800　FAX 052（243）8807
TEL 052（772）2800　FAX 052（772）2878
TEL 052（332）7911　FAX 052（332）7916
TEL 052（882）4131　FAX 052（881）9633
TEL 052（561）2441　FAX 052（561）6032

TEL 052（682）6029
FAX 052（682）6049

http://aichi-rofuku.com/

2020.6.6000

＝ 暮らしをトータルでサポートします ＝

0120-101-810
https://www.heartful.or.jp

64万人の会員のライフサポート

大切な住まいをリニューアル 快適な空間をいつま
でも  増改築・インテリア改装・外装改修・外構工事
事務所ビルから賃貸住宅・駐車場まで幅広くご提供
マンションから戸建て住宅までご提案
シロアリ点検から住まいの相談
住まいのお困りごとなんでもご相談に応じます

■リフォーム事業

■賃 貸 事 業
■分 譲 事 業
■住まいの相談

出会いパーティーから結婚式場
紹介、ハネムーンまで
国内・海外旅行、会場予約
多種多様な旬のチケットをご紹介
提携ゴルフ場の予約代行
お祝花・お悔み花の手配
葬儀社紹介24時間対応

■ブライダルin

■旅行・宿泊
■チケット予約
■ゴルフ場予約
■フラワーネット
■葬祭ウェル
■健康育児・介護相談

TEL0120-226-616
https://tokai.rokin.or.jp

TEL052-681-7741
https://www.zenrosai.coop

一人一人にぴったりの保障

■医療保障 けがや病気に備えて。
…………

■遺族保障 大切な家族のために。
…………

■老後保障 セカンドライフの充実のために。
…………

■障がい・介護保障 重度障がいになった場合に備えて。
…………

■住まいの保障 火災や自然災害の備えに。
…………

■くるまの補償 快適なカーライフのために。
…………

生涯生活設計を応援します

こくみん共済 coop ではライフスタイルに合った保障をご提案します。お気軽にご相談ください

東海労働金庫では、資産形成を目指す方を支援する各種商品をご用意しております。
■ＡＴＭ利用手数料全額即時キャッシュバック
提携先金融機関で東海ろうきんキャッシュカードを利用
する際の手数料は実質無料です。
■各地区のローンセンター・支店で休日相談を開催
しています。
※ローンセンター・支店により開催日・時間帯が異なりま
すので、事前にご確認願います。

■愛知労福協教育ローン利子補給制度
東海労働金庫の教育ローン利用者で、一定の要件を満
たす方を対象に利子補給金を支給します（奨学金の借換
えも対象となります）。・・・・・3年間、0.5%～1%相当分

ハートフルセンター
一般財団法人 愛知県労働者福祉基金協会

福祉はひとつ

ハートフル事業 住宅事業

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）

もっててよかった！もっててよかった！！！

（ハートフルカード）

ハートフルカード＆ガイドブック



労福協の活動概要

愛知県労働者福祉協議会（愛知労福協）

1949年（S.24年） 8月
1950年（S.25年） 6月

9月
1952年（S.27年） 9月
1954年（S.29年）11月
1958年（S.33年） 4月
1963年（S.38年） 9月
1969年（S.44年） 7月
1970年（S.45年） 9月

10月
1971年（S.46年）

1972年（S.47年） 5月
1973年（S.48年）
1975年（S.50年）
1976年（S.51年）

1982年（S.57年）7月

1983年（S.58年）

1984年（S.59年）
1985年（S.60年）
1988年（S.63年）
1989年（H.元年）
1990年（H.  2年）
1992年（H.  4年）
1996年（H.  8年）

1997年（H.  9年）

2000年（H.12年）6月
10月

2005年（H.17年）

2010年（H.22年）5月
6月

2011年（H.23年）12月
2012年（H.24年）3月
2015年（H.27年）10月
～2016年（H.28年）3月
2016年（H.28年）10月

2019年（R.元年）  6月
7月

労務者用物資対策中央連絡協議会（中央物対協）結成
岡山県勤労者信用組合（労金）創立（9月1日）営業
労働組合福祉対策中央協議会（中央労福協）結成
信用協同組合愛知県労働金庫（愛知労金）設立
大阪福対協、共済生協（労済）を設立
愛知県労働者共済生活協同組合（愛知労済）設立
愛知県労働者住宅生活協同組合（愛知県住宅生協）設立
愛知県労働者福祉協議会（愛知労福協）結成
中央労福協へ加入
中部労福協へ加入
愛知労福協機関誌創刊号発行
愛知県労働者研修センターの建設について県に要請
（財）愛知県勤労者信用基金協会（愛知県勤信協）設立
愛知労福協機関誌「はなのき」と改める
共済規制阻止の運動に協力
地域における労福協活動を推進するため支部発足

・ 1976年（S.51年  3月）
・ 1976年（S.51年  5月）
・ 1976年（S.51年  6月）
・ 1976年（S.51年  7月）
・ 1978年（S.53年  5月）
・ 1979年（S.54年  5月）
・ 1981年（S.56年  2月）
・ 1981年（S.56年12月）
・ 1982年（S.57年  5月）
・ 1983年（S.58年  3月）
・ 1985年（S.60年  9月）

・ 1997年（H. 9年）

東三河支部　 
豊田支部　 
海部津島支部（2007年11月支部名変更→海部支部） 
知多支部
岡崎・額田支部
名古屋北支部（1985年9月名古屋支部へ移行）
尾張北支部
西三河支部
尾張東支部
尾張西支部
名古屋支部（６分会）
　　　　↓
名古屋６支部発足
　名古屋南支部・名古屋中支部・名古屋北支部・
　名古屋金山支部・名古屋東支部・名古屋西支部

労働福祉功労賞受賞者で構成する「ブロンズの会」
結成（第1回総会）
愛知県及び名古屋市に対し、厚生省の医療保険改悪
案に反対する要請
サラ金対策に取り組む
江蘇省総工会と労働文化交流協定を締結
連合愛知結成
愛知労福協「教育ローン利子補給制度」の発足
（財）岡崎市勤労者共済会設立
国際交流協会より「国際交流推進功労者表彰」受賞
退職者ネットワークづくりの推進 19地区に「労福協
支部友の会」結成
（財）豊田市中小企業勤労者福祉サービスセンター設立
（財）福祉基金協会の総合サービスセンター事業「ハート
フルセンター」発足
（財）知多地区勤労者福祉サービスセンター（わーくりぃ
知多）設立
愛知労済が全労済愛知県本部として、全労済へ統合
愛知労働金庫が岐阜・三重労働金庫と合併し東海労
働金庫を発足
（財）愛知県勤信協の事業を（社）日本労働者信用基金
協会へ譲渡
上海万博記念 友好交流訪中団派遣（143名）
改正賃金業法の完全施行
（財）愛知県労働者福祉基金協会 一般財団法人へ移行
勤労者安心ネットワークセンター設立
「給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減
を求める署名」取り組み
愛知県住宅生協と（一財）愛知県労働者福祉基金協会
が事業統合（住宅事業を基金協会へ譲渡）
全労済の愛称を「こくみん共済 coop」に改称
愛知労福協創立50周年

1977年（S.52年）
1981年（S.56年）

労働者福祉運動の貢献者表彰制度の発足
（財）愛知県労働者福祉基金協会の設立

労福協の活動概要

主な取り組み

基本理念

組織図

沿革

1.愛知労福協は、支部を中心に地域に根ざした勤労者の「自主
福祉活動」を通して、福祉の増進や生活の向上を目指してい
ます。（１９６９年結成）

2.勤労者の生活向上に資する福祉事業団体（東海労働金庫、
こくみん共済 coop 愛知推進本部、愛知県労働者福祉基金
協会）の育成をはかるための活動を推進しています。

3.定年退職後の生活が豊かで生きがいのあるものとなるよう、
各支部に「友の会」を組織化しさまざまな活動を行っています。
生活をエンジョイし、さらに生涯学習や社会貢献活動への取
り組みをめざしています。

4.県や市町村に対し、勤労者福祉向上のための意見交換を定
期的に行うとともに、真に豊かでゆとりある勤労者生活の実
現に向けて勤労者福祉行政に対する各種要請活動を行って
います。

5.各種研修会、講演会、スポーツ大会などを開催し会員相互の
連携の強化を図っています。

6.全国組織の中央労福協と密接な連携をはかり、勤労者福祉
の増進に役立つ活動を行っています。 

　労働運動の一環として行われる「労働者自主福祉運動」を通じて、労働者とその家族の生活の向上と安定をはかり、真に平和で
豊かな暮らしを保障する社会を創ることを基本理念としています。

～ 「連帯と共同でつくる安心・共生の福祉社会の実現」をめざして ～

東三河支部
豊田支部
海部支部

知多支部
岡崎・額田支部
尾張北支部

西三河支部
尾張東支部
尾張西支部

名古屋南支部
名古屋中支部
名古屋北支部

名古屋金山支部
名古屋東支部
名古屋西支部

15支部

中 央 労 福 協

連　　合

福祉事業団体

中 部 労 福 協

連 合 愛 知

勤労者安心ネットワークセンター

１９地区友の会 団 体 会 員

愛 知 労 福 協

　勤労者安心ネットワークセンターは、「連合愛知」、「福祉事業団
体」、「愛知労福協」が協同運営する組織です。勤労者がかかえる
さまざまな問題のご相談にお応えします。

□相談内容

□受付時間

□相談ダイヤル

・労働　 ・多重債務　・金融
・共済　 ・住宅　　　・健康
・介護　 ・婚活　　　・冠婚葬祭

月曜日～金曜日（祝日除く）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

　　０１２０－８１－１５０５

国際交流活動
　１９８５年に「愛知労福協」と「中国江蘇省総工会」との間で締結
した『労働文化交流協定』に基づき、相互に定期的に訪問し、
日中両国の相互理解と友好交流に努めています。

愛知労福協教育ローン利子補給制度
　東海労働金庫の教育ローン利用者で、一定の要件を満たす方
を対象に利子補給金を支給します。
　　　　　　　　　・・・３年間、最大年１％相当分

愛知労福協の支部活動
　愛知労福協は、県下１５支
部において展開される各種行
事や活動を通じ、地域におけ
る労働組合の連携と勤労者
の絆を深める中で、勤労者の
豊かな生活環境づくりに努め
ています。

□主な支部行事
ソフトボール大会、ボウリング大会、潮干狩り、ファミリー映画会、
退職準備セミナー、文化講演会、写生大会　など

□福祉事業団体の事業推進
福祉事業団体の事業推進については、部会、幹事会、会員全体
会議などの機関会議において協議し取組みを進めています。

□自治体との連携
各支部またはブロックごとに関係自治体と定期的に懇談会を
行ない、地域の福祉向上に向けた意見交換及び要請活動を
実施しています。

愛知労福協「友の会」の活動支援
　「友の会」は、定年退職後も豊かで生きがいのある毎日である
ように、県下１９地区で活動を展開しています。
□地区ごとにさまざまな交流活動を行っています。
旅行、釣り、ゴルフ、グラウンドゴルフ、ハイキング、
写真、囲碁将棋、カラオケ　など

□各地域において社会貢献活動を実施しています。
老人介護施設への慰問、公園の清掃作業、ペットボトルキャッ
プの回収、身障者授産所の軽作業支援　など

□県全体の交流活動も実施しています。
ゴルフ大会、グラウンドゴルフ大会、
研修/親睦会　など

□福祉事業団体の安心安全な
　商品を紹介しています。
労金、こくみん共済 coop、福祉基
金協会の安心・安全な商品を紹介
し退職後の生活をサポートします。

自治体等との共同事業
□愛知県勤労者スポーツ大会
□文化講演会
□写生大会

福祉事業団体の育成 勤労者安心ネットワークセンター
　愛知労福協は、福祉事業団体の事業を推進し
総合的な勤労者福祉の向上を目指しています。
□東海労働金庫
□こくみん共済 coop愛知推進本部
□愛知県労働者福祉基金協会

フリーダイヤル

東 海 労 働 金 庫
こくみん共済 coop 愛知推進本部
愛知県労働者福祉基金協会



労福協の活動概要

愛知県労働者福祉協議会（愛知労福協）

1949年（S.24年） 8月
1950年（S.25年） 6月

9月
1952年（S.27年） 9月
1954年（S.29年）11月
1958年（S.33年） 4月
1963年（S.38年） 9月
1969年（S.44年） 7月
1970年（S.45年） 9月

10月
1971年（S.46年）

1972年（S.47年） 5月
1973年（S.48年）
1975年（S.50年）
1976年（S.51年）

1982年（S.57年）7月

1983年（S.58年）

1984年（S.59年）
1985年（S.60年）
1988年（S.63年）
1989年（H.元年）
1990年（H.  2年）
1992年（H.  4年）
1996年（H.  8年）

1997年（H.  9年）

2000年（H.12年）6月
10月

2005年（H.17年）

2010年（H.22年）5月
6月

2011年（H.23年）12月
2012年（H.24年）3月
2015年（H.27年）10月
～2016年（H.28年）3月
2016年（H.28年）10月

2019年（R.元年）  6月
7月

労務者用物資対策中央連絡協議会（中央物対協）結成
岡山県勤労者信用組合（労金）創立（9月1日）営業
労働組合福祉対策中央協議会（中央労福協）結成
信用協同組合愛知県労働金庫（愛知労金）設立
大阪福対協、共済生協（労済）を設立
愛知県労働者共済生活協同組合（愛知労済）設立
愛知県労働者住宅生活協同組合（愛知県住宅生協）設立
愛知県労働者福祉協議会（愛知労福協）結成
中央労福協へ加入
中部労福協へ加入
愛知労福協機関誌創刊号発行
愛知県労働者研修センターの建設について県に要請
（財）愛知県勤労者信用基金協会（愛知県勤信協）設立
愛知労福協機関誌「はなのき」と改める
共済規制阻止の運動に協力
地域における労福協活動を推進するため支部発足

・ 1976年（S.51年  3月）
・ 1976年（S.51年  5月）
・ 1976年（S.51年  6月）
・ 1976年（S.51年  7月）
・ 1978年（S.53年  5月）
・ 1979年（S.54年  5月）
・ 1981年（S.56年  2月）
・ 1981年（S.56年12月）
・ 1982年（S.57年  5月）
・ 1983年（S.58年  3月）
・ 1985年（S.60年  9月）

・ 1997年（H. 9年）

東三河支部　 
豊田支部　 
海部津島支部（2007年11月支部名変更→海部支部） 
知多支部
岡崎・額田支部
名古屋北支部（1985年9月名古屋支部へ移行）
尾張北支部
西三河支部
尾張東支部
尾張西支部
名古屋支部（６分会）
　　　　↓
名古屋６支部発足
　名古屋南支部・名古屋中支部・名古屋北支部・
　名古屋金山支部・名古屋東支部・名古屋西支部

労働福祉功労賞受賞者で構成する「ブロンズの会」
結成（第1回総会）
愛知県及び名古屋市に対し、厚生省の医療保険改悪
案に反対する要請
サラ金対策に取り組む
江蘇省総工会と労働文化交流協定を締結
連合愛知結成
愛知労福協「教育ローン利子補給制度」の発足
（財）岡崎市勤労者共済会設立
国際交流協会より「国際交流推進功労者表彰」受賞
退職者ネットワークづくりの推進 19地区に「労福協
支部友の会」結成
（財）豊田市中小企業勤労者福祉サービスセンター設立
（財）福祉基金協会の総合サービスセンター事業「ハート
フルセンター」発足
（財）知多地区勤労者福祉サービスセンター（わーくりぃ
知多）設立
愛知労済が全労済愛知県本部として、全労済へ統合
愛知労働金庫が岐阜・三重労働金庫と合併し東海労
働金庫を発足
（財）愛知県勤信協の事業を（社）日本労働者信用基金
協会へ譲渡
上海万博記念 友好交流訪中団派遣（143名）
改正賃金業法の完全施行
（財）愛知県労働者福祉基金協会 一般財団法人へ移行
勤労者安心ネットワークセンター設立
「給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減
を求める署名」取り組み
愛知県住宅生協と（一財）愛知県労働者福祉基金協会
が事業統合（住宅事業を基金協会へ譲渡）
全労済の愛称を「こくみん共済 coop」に改称
愛知労福協創立50周年

1977年（S.52年）
1981年（S.56年）

労働者福祉運動の貢献者表彰制度の発足
（財）愛知県労働者福祉基金協会の設立

労福協の活動概要

主な取り組み

基本理念

組織図

沿革

1.愛知労福協は、支部を中心に地域に根ざした勤労者の「自主
福祉活動」を通して、福祉の増進や生活の向上を目指してい
ます。（１９６９年結成）

2.勤労者の生活向上に資する福祉事業団体（東海労働金庫、
こくみん共済 coop 愛知推進本部、愛知県労働者福祉基金
協会）の育成をはかるための活動を推進しています。

3.定年退職後の生活が豊かで生きがいのあるものとなるよう、
各支部に「友の会」を組織化しさまざまな活動を行っています。
生活をエンジョイし、さらに生涯学習や社会貢献活動への取
り組みをめざしています。

4.県や市町村に対し、勤労者福祉向上のための意見交換を定
期的に行うとともに、真に豊かでゆとりある勤労者生活の実
現に向けて勤労者福祉行政に対する各種要請活動を行って
います。

5.各種研修会、講演会、スポーツ大会などを開催し会員相互の
連携の強化を図っています。

6.全国組織の中央労福協と密接な連携をはかり、勤労者福祉
の増進に役立つ活動を行っています。 

　労働運動の一環として行われる「労働者自主福祉運動」を通じて、労働者とその家族の生活の向上と安定をはかり、真に平和で
豊かな暮らしを保障する社会を創ることを基本理念としています。

～ 「連帯と共同でつくる安心・共生の福祉社会の実現」をめざして ～

東三河支部
豊田支部
海部支部

知多支部
岡崎・額田支部
尾張北支部

西三河支部
尾張東支部
尾張西支部

名古屋南支部
名古屋中支部
名古屋北支部

名古屋金山支部
名古屋東支部
名古屋西支部

15支部

中 央 労 福 協

連　　合

福祉事業団体

中 部 労 福 協

連 合 愛 知

勤労者安心ネットワークセンター

１９地区友の会 団 体 会 員

愛 知 労 福 協

　勤労者安心ネットワークセンターは、「連合愛知」、「福祉事業団
体」、「愛知労福協」が協同運営する組織です。勤労者がかかえる
さまざまな問題のご相談にお応えします。

□相談内容

□受付時間

□相談ダイヤル

・労働　 ・多重債務　・金融
・共済　 ・住宅　　　・健康
・介護　 ・婚活　　　・冠婚葬祭

月曜日～金曜日（祝日除く）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

　　０１２０－８１－１５０５

国際交流活動
　１９８５年に「愛知労福協」と「中国江蘇省総工会」との間で締結
した『労働文化交流協定』に基づき、相互に定期的に訪問し、
日中両国の相互理解と友好交流に努めています。

愛知労福協教育ローン利子補給制度
　東海労働金庫の教育ローン利用者で、一定の要件を満たす方
を対象に利子補給金を支給します。
　　　　　　　　　・・・３年間、最大年１％相当分

愛知労福協の支部活動
　愛知労福協は、県下１５支
部において展開される各種行
事や活動を通じ、地域におけ
る労働組合の連携と勤労者
の絆を深める中で、勤労者の
豊かな生活環境づくりに努め
ています。

□主な支部行事
ソフトボール大会、ボウリング大会、潮干狩り、ファミリー映画会、
退職準備セミナー、文化講演会、写生大会　など

□福祉事業団体の事業推進
福祉事業団体の事業推進については、部会、幹事会、会員全体
会議などの機関会議において協議し取組みを進めています。

□自治体との連携
各支部またはブロックごとに関係自治体と定期的に懇談会を
行ない、地域の福祉向上に向けた意見交換及び要請活動を
実施しています。

愛知労福協「友の会」の活動支援
　「友の会」は、定年退職後も豊かで生きがいのある毎日である
ように、県下１９地区で活動を展開しています。
□地区ごとにさまざまな交流活動を行っています。
旅行、釣り、ゴルフ、グラウンドゴルフ、ハイキング、
写真、囲碁将棋、カラオケ　など

□各地域において社会貢献活動を実施しています。
老人介護施設への慰問、公園の清掃作業、ペットボトルキャッ
プの回収、身障者授産所の軽作業支援　など

□県全体の交流活動も実施しています。
ゴルフ大会、グラウンドゴルフ大会、
研修/親睦会　など

□福祉事業団体の安心安全な
　商品を紹介しています。
労金、こくみん共済 coop、福祉基
金協会の安心・安全な商品を紹介
し退職後の生活をサポートします。

自治体等との共同事業
□愛知県勤労者スポーツ大会
□文化講演会
□写生大会

福祉事業団体の育成 勤労者安心ネットワークセンター
　愛知労福協は、福祉事業団体の事業を推進し
総合的な勤労者福祉の向上を目指しています。
□東海労働金庫
□こくみん共済 coop愛知推進本部
□愛知県労働者福祉基金協会

フリーダイヤル

東 海 労 働 金 庫
こくみん共済 coop 愛知推進本部
愛知県労働者福祉基金協会



愛知県労働者福祉協議会

愛知労福協
のご案内

愛知県労働者福祉協議会

愛知労福協各支部の連絡先
東 三 河 支 部
豊 田 支 部
海 部 支 部
知 多 支 部
岡崎・額田支部
尾 張 北 支 部
西 三 河 支 部
尾 張 東 支 部
尾 張 西 支 部
名古屋南支部
名古屋中支部
名古屋北支部
名古屋金山支部
名古屋東支部
名古屋西支部

〒440-0853  豊橋市佐藤一丁目2番地5（東海労働金庫 豊橋支店内）
〒471-0833  豊田市山之手八丁目131番地（全労済 豊田会館内）
〒496-0817  津島市北町75番地-1（東海労働金庫 津島支店内）
〒475-0836  半田市青山一丁目5番地の22（東海労働金庫 半田支店内）
〒444-0852  岡崎市南明大寺町4番地4（東海労働金庫 岡崎支店内）
〒485-0047  小牧市曙町10番地1（東海労働金庫 小牧支店内）
〒448-0028  刈谷市桜町四丁目26番地（全労済 刈谷会館内）
〒489-0809  瀬戸市共栄通四丁目22番の2（東海労働金庫 瀬戸支店内）
〒491-0838  一宮市猿海道一丁目1番14号（全労済 一宮会館内）
〒457-0856  名古屋市南区南陽通り六丁目1番地11（東海労働金庫 名古屋南支店内）
〒460-0007  名古屋市中区新栄一丁目7番12号（東海労働金庫 本店内）
〒464-0002  名古屋市千種区香流橋二丁目3番地41号（東海労働金庫 名古屋北支店内）
〒460-0024  名古屋市中区正木三丁目13番13号（東海労働金庫 金山支店内）
〒466-0055  名古屋市昭和区滝子通一丁目2番地の2（東海労働金庫 名古屋東支店内）
〒450-0002  名古屋市中村区名駅三丁目24番2号（東海労働金庫 名古屋駅前支店内）

〒456-0002  名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号 ワークライフプラザれあろ2階

TEL 0532（63）0700　FAX 0532（63）3113
TEL 0565（71）0090　FAX 0565（71）0096
TEL 0567（27）4085　FAX 0567（27）4086
TEL 0569（21）4032　FAX 0569（21）3518
TEL 0564（71）3011　FAX 0564（71）3018
TEL 0568（39）5376　FAX 0568（39）5377
TEL 0566（21）5614　FAX 0566（21）5722
TEL 0561（82）5021　FAX 0561（84）8433
TEL 0586（26）1261　FAX 0586（26）1262
TEL 052（692）2361　FAX 052（692）7423
TEL 052（243）8800　FAX 052（243）8807
TEL 052（772）2800　FAX 052（772）2878
TEL 052（332）7911　FAX 052（332）7916
TEL 052（882）4131　FAX 052（881）9633
TEL 052（561）2441　FAX 052（561）6032

TEL 052（682）6029
FAX 052（682）6049

http://aichi-rofuku.com/

2020.6.6000

＝ 暮らしをトータルでサポートします ＝

0120-101-810
https://www.heartful.or.jp

64万人の会員のライフサポート

大切な住まいをリニューアル 快適な空間をいつま
でも  増改築・インテリア改装・外装改修・外構工事
事務所ビルから賃貸住宅・駐車場まで幅広くご提供
マンションから戸建て住宅までご提案
シロアリ点検から住まいの相談
住まいのお困りごとなんでもご相談に応じます

■リフォーム事業

■賃 貸 事 業
■分 譲 事 業
■住まいの相談

出会いパーティーから結婚式場
紹介、ハネムーンまで
国内・海外旅行、会場予約
多種多様な旬のチケットをご紹介
提携ゴルフ場の予約代行
お祝花・お悔み花の手配
葬儀社紹介24時間対応

■ブライダルin

■旅行・宿泊
■チケット予約
■ゴルフ場予約
■フラワーネット
■葬祭ウェル
■健康育児・介護相談

TEL0120-226-616
https://tokai.rokin.or.jp

TEL052-681-7741
https://www.zenrosai.coop

一人一人にぴったりの保障

■医療保障 けがや病気に備えて。
…………

■遺族保障 大切な家族のために。
…………

■老後保障 セカンドライフの充実のために。
…………

■障がい・介護保障 重度障がいになった場合に備えて。
…………

■住まいの保障 火災や自然災害の備えに。
…………

■くるまの補償 快適なカーライフのために。
…………

生涯生活設計を応援します

こくみん共済 coop ではライフスタイルに合った保障をご提案します。お気軽にご相談ください

東海労働金庫では、資産形成を目指す方を支援する各種商品をご用意しております。
■ＡＴＭ利用手数料全額即時キャッシュバック
提携先金融機関で東海ろうきんキャッシュカードを利用
する際の手数料は実質無料です。
■各地区のローンセンター・支店で休日相談を開催
しています。
※ローンセンター・支店により開催日・時間帯が異なりま
すので、事前にご確認願います。

■愛知労福協教育ローン利子補給制度
東海労働金庫の教育ローン利用者で、一定の要件を満
たす方を対象に利子補給金を支給します（奨学金の借換
えも対象となります）。・・・・・3年間、0.5%～1%相当分

ハートフルセンター
一般財団法人 愛知県労働者福祉基金協会

福祉はひとつ

ハートフル事業 住宅事業

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）

もっててよかった！もっててよかった！！！

（ハートフルカード）

ハートフルカード＆ガイドブック




