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普　通　車

キャッシュ
バック！
キャッシュ
バック！
キャッシュ
バック！

10,000円
軽自動車・ダイハツ車
5,000円

新車購入
紹介制度
アンケートに
答えて新車を
購入すると!!

ゲーム・DVD・
CDなら3点以上
古本なら10点以上
（状態が良好な物）

買取ります

損

お・と・く
組合員証提示で

学校生協
ホームページ
からお申込み
ください

眼鏡市場

板垣

5％引

5％引

10％
アップで

メガネ

10，000円以上
のメガネ、補聴器

ITAGAKI
Glasses

県内全店

　民法改正（２０１７年５月成立、２０２０年４月施行）により、「ハーベスト」・「ひとり一品以上利用拡大キャンペーン」等の共同
購入事業の組合員と学校生協との利用のルール（約束事）を取りまとめた「共同購入事業約款」を制定。また、「組合員の事業利用と
利用代金支払いに関する規則」を改正したのでお知らせいたします。詳しくは学校生協ホームページでご確認願います。

重 要 な
お知らせ

ＱＲコード

今年度末でご退職予定の方へのご案内
長年にわたり学校生協福利厚生活動へのご支援・ご協力誠にありがとうございました。

☆形式退職をされる方へ☆再任用される方へ

■グループ保険について■

■学校生協について■ ■教職員共済について■

「意思確認書」をお送りいただきお手続きください。

生命保険は個人加入へ変わります。
４月下旬にご自宅へ加入保険会社から
お手続き書類が発送されます。

　継続 または 脱退 をご選択ください。
まだお手続きがお済みでない方は、「継続加入申請書」また
は「脱退届兼出資金払戻申請書」をご提出ください。書類が
お手元にない場合は学校生協までご連絡ください。継続の
場合は生命保険を除き、ご退職前と同様に利用できます。

引続き現職時と変わらずご利用ができ、
給与控除が可能です。（グループ保険 ･そ
の他保険の団体割引、教職員共済「総合
共済」も引続きご利用いただけます。）
現在再任用の方につきましては１月にお
送りしております、「４月以降のご勤務
に伴う連絡書」をご提出ください。

　形式退職で市町村教育委員会や事業団等に異動される場合は、引き
続き学校生協をご利用いただけますが、給与控除が不能となりますの
で口座登録の手続きが必要になります。
　今月学校宛にお送りしております「2020年度　異動に伴う手続に関
する連絡書」にてお知らせください。
　また、形式退職から県職へ異動される方につきましては給与控除と
なります。変更手続きを行いますので、「2020年度　異動に伴う手続
に関する連絡書」にてお知らせいただくか、学校生協までご連絡くだ
さい。

定年退職で再任用をされない方は「退職見舞金」
をお受けとりいただけます。
まだお手続きをされていない方は、ご連絡くだ
さい。

総合共済ご加入者様へ

総合共済以外は引き続きお手続き無しで
ご利用いただけます。
その際学校生協は 継続 となります。
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新たにあいおいニッセイ同和損害保険㈱が
加わりました。

新車を買おうかなと思ったら
ディーラーに連絡する前に
学校生協へご連絡下さい。

特典１

特典２

特典３

ご紹介手順
①まずはご希望の車種等をご記入いただくアン
　ケート用紙をお送り致します。
②ご回答内容に沿ってディーラー様をご紹介い
　たします。
③紹介が成立いたしましたら「キャッシュバッ
　ク引換券」をご自宅へ郵送いたしますのでデ
　ィーラー様へお渡し下さい。

キャッシュバックキャッシュバック

10,000円10,000円 5,000円5,000円

キャッシュバックキャッシュバック
普通自動車普通自動車 軽自動車・ダイハツ車軽自動車・ダイハツ車

信頼できる最寄りの販売店をご紹介いた
します。

商談中・契約済は対象外となります。

新車納車２ヶ月後に組合員様に『キャッ
シュバック』
ご指定の口座へお振込みいたします。

時間と手間が省け、納得のいく良い車選
びをご案内いたします。

新車購入
紹介制度
のご案内

新車購入
紹介制度
のご案内

現在加入中の自動車保険を
団体扱いに変更すると

団体割引が受けられます‼
団体割引率　　  
 13.0％（月払）
約17.4％（年払）

ぼうさい授業のご案内
開発：東京海上日動　リスクコンサルティング㈱
監修：東北大学　災害科学国際研究所・地震津波リスク研究部門2020
年度
・・・・

小学
生向
け

　東京海上日動では、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災をテーマとし
た小学生向けの授業「ぼうさい授業～地震・津波編～」をご用意してい
ます。
　「地震・津波」について「発生の仕組み」や「いざ災害が起こった際
に必要な行動」、「災害が起こる前に準備しておくこと」などを、動画や
イラストを使って子ども達にわかりやすく伝えます。 
　いつ起こるかわからない災害に備える力を養うためのお役に立てれば
幸いです。

【応 募 方 法】　学校生協までご連絡下さい。
【詳しい資料の請求先】　　学校生協又は『事務局』まで、
　　　　　　　　　　　　　ご遠慮なくお申し出ください。

【対　象】小学 4～ 6年生    
【テーマ】地震・津波の発生の仕組み、発生時の対応、事前の備え
　　　　 について（関連教科：理科、社会、総合的な学習の時間等）
【講　師】東京海上グループの社員・代理店
【所要時間】45 分
【形　式】教室で「講義＋対話」形式で実施
【特　色】①専門家による監修を受けた教材を使用し、動画やイラ
　　　　　 ストを使いながら。わかりやすく説明します。
　　　　　②地震発生時の対応についてのクイズに答えたり、非常
　　　　　 持ち出し品を実際に触ったりしながら、子供たちの防
　　　　　 災に備える力を養っていきます。

内　容

【お問い合わせ】
群馬県学校生活協同組合
〒371-0847 前橋市大友町1-13-12
TEL：0120-39-5318
FAX：0120-03-5318

【お問い合わせ先・事務局】
東京海上日動火災保険株式会社
群馬支店　営業課　（担当）長谷川
〒371-0023　群馬県前橋市本町2-131-11
TEL：027‐235‐7309　FAX：027‐235‐7315お問い合わせ先　学校生協／0120-39-5318

変更お手続きは学校生協までご連絡いただければ、
担当代理店からご連絡いたします。

東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

現在契約の自動車保険をそのまま継承で
きます。（一部共済を除く）

特徴その①

同居の親族のお車もご契約いただけます。
契約者は群馬県内に設置されている公立学校に
勤務する教職員または退職者に限ります。

特徴その②

参加保険会社
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　　ひとり一品以上
利用拡大キャンペーン報告
　　ひとり一品以上
利用拡大キャンペーン報告
　　ひとり一品以上
利用拡大キャンペーン報告

２０19年度

第３回

第 3回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンでは 5,015 人の
方にご利用いただき、ご利用金額は 806 万円となりました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

ご利用金額の２％162,000円を
　宮城県角田市立角田小学校と
　熊本県益城町立津森小学校へ
寄付いたしました。
沢山のご利用ありがとうござい
ました。

今回の売上個数
★人気№１★

①①

■ 2016年版  雑誌年間予約 ■

2020年３月に発売になる号から2021年２月に発売に
なる号までを毎月発売日から1週間以内にお届けします。

■ 2020年版  雑誌年間予約 ■
ご指定先へ発行日ごとに

送料無料
でお届けします。

＝＝＝最終締切日は４月13日（月）です。＝＝＝

現在のご購読誌は自動継
続にはなりません。引き
続きご購読の場合はお申
し込みをお願いします。

■ 2020年版  雑誌年間予約 ■■ 2020年版  雑誌年間予約 ■

中央労働金庫 群馬県本部 ℡： 027-253-1001  2020 年 3 月 1 日現在

※本アプリは無料でご利用いただけますが、アプリのタウンロードや

利用時にかかる通信料はお客さまのご負担になります。

14，300円から
15，400円から

ロイズ　ポテトチップ
チョコレート
ロイズ　ポテトチップ
チョコレート

775個775個

明治安田生命
保険相互会社

～～ 各所属でご活躍いただいております ～～

県内の小中学校へ
サッカーボールを 寄贈しました。

協 

賛

　明治安田生命保険相互会社の協力を得て社会貢献活動として小中学校へサッカーボール
寄贈のご案内をしました。小学校196校・中学校79校より応募をいただき小学校50校
・中学校50校を抽選のうえ決定し、学校生協と明治安田生命各支社アドバイザーにより
お届けいたしました。
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みんなのひろばみんなのひろばみんなのひろば

■学校名

■名　前

■ペンネーム
（ご希望の方はご記入下さい）

職場・地域での話題・ご意見・ご質問
のお便りも受け付けています。

◉学校生協で取り扱ってほしいもの（商品）・
　事はなんですか？※気軽に何でもご意見をお願いします。

❶学校で使えるもの

❷趣味で使えるもの（具体的にどんなものがよいですか？）

❸講演・講座セミナーなど

❹チケットなど

❺その他

■ペンネーム：大腿筋子
　私の健康法は自転車通勤です。片道3.7㎞、約20分。娘
の３段切替の高校生用の自転車（お上がり？）で毎日通っ
ています。以前、川柳欄で“スポーツジム車で行って自転
車を漕ぐ”という句を見て、なるほどと思い、ならば通う
時間を筋トレにあてればよいのだと自転車通勤に変更し、
早８年になりました。貯筋バッチリ、環境にも優しい自転
車通勤、おすすめします。
■ペンネーム：貧暮
　ダイエット本やライ○ップの本を購入し、ワンダー○○
やヨガマット・ボールなども購入しました。が、買っただ
けですっかり満足、３日坊主の私です。
■ペンネーム：ナカナオ
　私の精神的な健康法は「１日１つ楽しみを見つける」で
す。例えば家に帰ったらおいしいスイーツを食べるとか、
寒い冬は好きな香りのバスソルトを入れるとか。それだけ
でワクワク、ウキウキしてゴキゲンでいられます。特に週
末は楽しみを２つ３つ取り入れてリフレッシュしています。

■ペンネーム：がんママ
　私がお気に入りの健康法…。「ブルガリアンスクワット」
です。片足をいすに乗せて行うスクワットで、手軽にでき
て、効果バツグンです。下半身に筋肉がつき、体がポカポカ
になり、ダイエットにも◎です。

■ペンネーム：ホタル
　◉起床時
　　・布団の中で、猫のポーズなどのストレッチ５分
　　・うがいとコップ１杯の水を飲む。
　◉入浴後
　　・前屈など起床時と逆向きのストレッチ５分
　これだけですが、結構スッキリします。

この用紙を使ってご応募出来ます。
フリーFAX0120-03-5318

アンケートにご協力ください

職場プレゼント企画は年度末のためお休みします。次回お楽しみに！

「私の健康法」のお便り紹介

◇ ― ◆ ― ◇ ― ◆ ― ◇ ― ◆ ― ◇ ― ◆ ― ◇ ― ◆ 

◆毎回テーマは
　「休日の過ごし方」です。
　どしどしお便りをお寄せ
　下さい。

・・・・・・・

お便りコーナー
「ちょっと一息ホッ」

※掲載してよろしいですか？

はい ・ いいえ

※掲載してよろしいですか？
はい ・ いいえ

〔　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　〕

～新規提携店のご紹介～

群馬県内最大級の文房具専門店ハイノートです。
５万点を誇る品ぞろえで組合員様のお仕事、

生活をサポートいたします！

文房具専門店ハイノート

レジにて割引5％5％ 組合員証ご提示で

高 崎 店　高崎市問屋町2-8-1
　　　　　【TEL】０２７-３６３-１１１２
前 橋 店　前橋市朝日町3-28-3
　　　　　【TEL】０２７-２８９-２９１１
伊勢崎店　伊勢崎市宮子町3417-7
　　　　　【TEL】０２７０-７５-６６３３
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