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役　職 地区名 氏　名 勤　務　先

理事長（常　勤） 群馬県小・中学校長会 髙　木　恵　一 群馬県学校生活協同組合

副理事長（非常勤） 群馬県小学校長会 小　林　克　宏 前橋市立細井小学校

副理事長（非常勤） 群馬県中学校長会 川　上　辰　幸 前橋市立明桜中学校

副理事長（非常勤） 群馬県高等学校長協会 小　林　　　努 高崎商業高等学校

常務理事（常　勤） 学校生協 宮　崎　寿美子 群馬県学校生活協同組合

理　事（常　勤） 学校生協 小　暮　　　孝 群馬県学校生活協同組合

理　事（非常勤） 渋川市北群馬郡地区 島　田　智　亮 榛東村立北小学校

々 藤岡市多野郡地区 小　栗　　　剛 藤岡市立藤岡第二小学校

々 富岡市甘楽郡地区 佐　藤　功　子 甘楽町立小幡小学校

々 安中市地区 新　井　征　裕 安中市立磯部小学校

々 沼田市利根郡地区 小野里　慶　博 沼田市立利根小学校

々 吾妻郡地区 浅　井　広　之 中之条町立中之条小学校

々 館林市邑楽郡地区 長谷川　　　洋 館林市立第六小学校

々 前橋市地区 大　澤　　　智 前橋市立駒形小学校

々 前橋市地区 板　橋　　　均 前橋市立宮城中学校

々 高崎市地区 前　田　泰　伸 高崎市立入野小学校

々 高崎市地区 平　石　参　大 高崎市立京ヶ島小学校

々 桐生市地区 黒　澤　ゆみ子 桐生市立桜木小学校

々 伊勢崎市佐波郡地区 南　田　　　勝 伊勢崎市立殖蓮小学校

々 太田市地区 江　原　直　希 太田市立毛里田小学校

々 みどり市地区 黒　澤　寿　一 みどり市立大間々南小学校

々 群馬県教育委員会 瀬　尾　直　之 群馬県教育委員会福利課

々 高崎市中学校長会 静　野　高　志 高崎市立高崎特別支援学校

々 群馬県公立小中学校女性校長会 堀　越　紀　子 高崎市立国府小学校

々 群馬県公立学校教頭会 岡　村　和　明 渋川市立金島小学校

々 群馬県高等学校事務長会 井　上　　　恵 前橋西高等学校

々 女性教職員代表 宮　下　奈津子 高崎市立中居小学校

々 群馬県公立小中学校事務研究会 茂　原　祐　之 富岡市立富岡小学校

々 群馬県教職員組合事務職員部 下　舞　千　穂 高崎市立六郷小学校

監　事（非常勤） 全体区 吉　田　祐　一 邑楽町立邑楽中学校

々 全体区 秋　山　　　保 伊勢崎高等学校

々 全体区 山　中　福　一

々 全体区 真　下　克　也

日時　２０２２年６月24日（金）午後３時より
場所　ロイヤルチェスター前橋
　県内各地から選出された総代定数145名のうち、実出席
48名書面出席96名の参加をいただき開催いたしました。
利用分量割戻１％、出
資配当２％、感染症対
応支援等の剰余金処分
案を含むすべての議案
を承認可決いただきま
した。

Ⅰ　当期未処分剰余金　　　22,607,356

Ⅱ　剰余金処分額　　　　　　10，172，373
　①法定準備金　　　　　　  1，000,000
　②利用分量割戻金　　　　  1，625,213
　③出資配当金　　　　　　　1,457,160
　④感染症対応支援金　　　　2，000,000
　⑤社会貢献活動支援金　　　　90,000
　　（小規模グループ支援金）
　⑥事務所改修積立金　　　  1，000,000
　⑧WEBシステム構築積立金　1,000,000
　⑨別途積立金　　　　　　  2，000,000

Ⅲ　次期繰越剰余金　　　　12,434,983

第７６回通常総代会を
　　　　　開催しました

第１号議案　2021年度事業報告
　　　　　　決算関係書類承認
　　　　　　の件
第２号議案　2022年度事業計画
　　　　　　及び予算決定の件
第３号議案　定款一部改正の件
第４号議案　監事監査規則一部
　　　　　　改正の件
第５号議案　役員（理事29名）
　　　　　　選任の件
第６号議案　役員報酬決定の件
第７号議案　議案決議効力発生
　　　　　　の件
その他

２０２2年度新役員の紹介

剰余金処分について
（単位：円）



 

２０２2年度第１回
被災地支援企画

　今年度、第１回「ひとり一品以上利用拡大キャン

ペーン」は 4,868名とたくさんの組合員の皆様に

ご利用いただき、ご利用金額は 750万円となりま

した。

　お陰様で宮城県の気仙沼市立条南中学校と熊本県

の御船町立七滝中央小学校へ利用額の２％にあたる

150,000円を義援金として寄付することができま

した。

ひとり一品以上
利用拡大キャンペーン報告

たくさんのご利用ありがとうございました。

宮城県学校用品
協会を通して、
万石浦小学校へ
「シュレッダー
とマイクスタン
ド」をお届けし
ました。

～支援先報告～宮城県石巻市立万石浦小学校
（2021年度第３回ひとり一品キャンペーンより）

社会貢献活動に取り組む小団体を募集して資金助成をいたします。
　　　　 募集期間▶毎年８月１日～９月30日
１．趣旨
　　群馬県内で社会貢献活動に取り組む比較的規模の小さいグループ
　を対象に、その活動を支援するための資金助成を行います。
２．対象となるグループ（応募資格）
　⑴　群馬県内で社会貢献活動に取り組む比較的規模の小さいグループ
　⑵　群馬県学校生協組合員１名以上を含む５名以上のグループ
　⑶　学校運営委員会等、学校が主体となる団体は除く
３．対象となる事業
　⑴　群馬県内で取り組まれる青少年健全育成に関する事業
　⑵　群馬県内で取り組まれる健康啓発教育に関する事業
４．助成額
　　助成額は１団体あたり年間３万円を上限に、団体からの申請額に
　基づいて決定する。
５．応募方法
　⑴　応募用紙　所定の用紙（活動助成金申請書）を用いる
　⑵　添付書類　活動紹介、決算・予算、事業計画等を添付する
　⑶　受付期間　2022年８月１日～2022年９月30日
　⑷　応募先　群馬県学校生活協同組合
　　　　　　　　（前橋市大友町１－１３－１２）

６．審査方法
　　提出された書類をもとに学校生協理事会で審査し、支援の可否
　を決定する。
７．審査基準
　⑴　応募資格を満たしている
　⑵　対象となる事業に適合する活動計画がある
　⑶　継続的に事業に取り組んでいる
　⑷　反社会的勢力の影響を受けていない
８．助成金交付方法
　⑴　理事会承認後、申請団体の代表者に現金で直接交付する
　⑵　助成金の交付は、原則として、理事会で行う
９．その他
　⑴　助成金受領団体は、年度末までに活動報告書と領収書（コピー
　　　可）を添付した使途報告書を学校生協に提出する
　⑵　助成を決定した団体名及び助成団体の活動報告を学校生協の機
　　　関紙とホームページで紹介する
　⑶　助成決定後に、申請内容・活動状況に疑義が生じた場合、代表
　　　者に内容を確認し、審査基準を満たしていないと認められたと
　　　きは、決定を取り消すとともに助成金の返還を求めることがある

【社会貢献支援金　小規模グループ支援制度】

応募用紙（活動助成金申請書）は学校生協までご連絡ください。ホームページからもダウンロードできます。

前売券

TEL：0120－39－5318  FAX：0120－03－5318

サンリオピューロランドサンリオピューロランドサンリオピューロランド

大人（18才～64才）
￥3,600～￥4,900
小人（3才～17才・高校生）

シニア（65才～）
￥2,500～￥3,800

➡
★小人・シニア１名様料金

★大人１名様料金

￥3,000

￥2,000

パスポート
（入場＋フリーアトラクション）

２０22年７月１6日（土）～９月３０日（金）まで有効

※チケットは一週間ほどで、ご指定の場所までお届けします。
※申込締切後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
※お申し込みとお問い合わせは、下記学校生協まで。

～学校生協提携店をご利用ください～

またはスマホクーポン
提示でさらに割引!!

（紳士、婦人服編）

※有効期間中の休館日→９/1・7・8・14・15・28・29

申込締切
８月31日（水）

（2才以下無料）

群馬県学校生協限定　前売券特別販売のお知らせ

有効期間

特別
前売料金

ひとり一品 供給個数  20代第１位はカレーカシューでした。 デジタル組合員証（組合員証カード）を
提示して割引率アップ↑↑

提携割引 10％プラス
各社の配布チラシ持参

最寄りの店舗は
こちらから　　▶

ご希望者さまに
割引券をお送り
します。

⬅この割引券
　を精算時に
　お渡しくだ
　さい。

見本



無垢の木と漆喰のオーダーメイドデザイン

パッシブソーラーハウス「エアパスの家」

オシャレで高性能な家をリーズナブルに

自然素材のカスタマイズハウス「Toiro」

Toiro

HOUSE OF THE FOUR SEASONS

新規指定店の紹介新規指定店の紹介新規指定店の紹介新規指定店の紹介

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 

 

 

車庫、物置、門、塀その他少量でも御見積致します。 

組合員様限定 

5％割引 

地元創業60年の実績で貢献致します 

 

株式会社和田塗装工業

〒370- 0046 群馬県高崎市江木町 306 番地

TEL027-322- 7555  
 

塗装のことならなんでもお任せ下さい！ 
お問い合わせはお気軽に！ 

FAX027-323- 7185

「共済年金制度」の募集が始まります。
拠出型企業年金保険【個人年金保険料控除適用型】

詳細につきましては募集加入推進員が、ご説明させていただきます。
〈制度加入・増口のお問い合せ先〉　富国生命保険相互会社  前橋支社

TEL 027－224－3718

公的年金を補完する制度として多くの組合員の皆

様にご加入いただいています。

富国生命の募集推進員が、アポイントを取り学校

へ伺います。ご質問等がございましたらお気軽に

お声掛けください。

募集開始
７月１日

申込締切
９月９日

特徴１．「税制適格コース」と「一般コース」の２本立て！
　　　　併用すれば保険料控除額を活かせて、税金負担の
　　　　軽減も。
特徴２．加入しやすい積立方法
　　　　「月払」に加え「賞与払」も活用でき、無理なく
　　　　計画的に積み立てが可能。しかも給与天引きなの
　　　　で手間いらず。
特徴３．スケールメリット!!
　　　　「税制適格コース」と「一般コース」から選択でき、
　　　　一層のスケールメリットが得られる有利な制度
特徴４．年金受取方法も選べます
　　　　「５年確定年金（一般コースのみ選択可）」
　　　　「10年確定年金」「10年保証期間付終身年金」の
　　　　なかから選択可能です。

制度の特長…掛金払込満了年齢は65歳です。

ご加入
増口の
おすすめ
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商品購入について

マイページ登録プレゼントキャンペーン＆アンケート
マイページ登録当選者のみなさん！ 毎月実施中

デルモンテ
プレミアムギフト当選者
（100名）

マイページ登録
一万人達成 !!

宮崎県麦焼酎
「中々」720㎖

４月当選者
（20名）

４月新規採用者さまにも登録いただきました
　新採用の教職員さまで学校生協への加入とマイページ登録をいただいた方
にささやかなプレゼントを進呈！まだ未加入、未登録の方はぜひ学校生協へ
ご加入ください。

中央労働金庫 群馬県本部　　TEL ：027-329-6382　　　2022 年 7 月 1 日現在

たくさんのお店をご紹介いただきました。ありがとうございます。
ちむどんどん　という前橋市にある沖縄料理屋さんがおすすめです。
　もずくの天ぷらが特に気に入っていて、もちもちの食感が堪りま
　せん !
うかい亭　です。変わりカツが美味しいです。
大松食堂　テレビでも紹介されたことのある大盛りの店
天ぷら やまと　揚げたてを出してくれて、数の多いメニューの時は
　2回に分けて持ってきてくれます。天つゆに浸けるとジュワッと音
　が聞こえます。
白雲亭　コスパが良く美味しい
あぐりーむ昭和内　のイチゴパフェ屋（イチゴ農家のイチゴパフェ！）
高崎市上小鳥町にある高倉町珈琲というお店です。
　パンケーキにかかっているクリームが最高に美味しいです。

「紫外線予防　ひとことアドバイス」 メナードさんにうかがいました！

★今回はあなたのおすすめ飲食店をうかがいました。★今回はあなたのおすすめ飲食店をうかがいました。

前 橋 市：縁食堂
前 橋 市：宮城飯店
前 橋 市：いいづか
高 崎 市：素敵亭
高 崎 市：えんむすび
館 林 市：寿司工房　空
館 林 市 ：kouba
館 林 市：青磁

藤 岡 市：日乃屋カレー
藤 岡 市：りんでんばーむ
伊勢崎市：バンベール　
太 田 市：あらたえ
太 田 市：太田商店
安 中 市：スターサンジ
沼 田 市：馬鹿旨
渋 川 市：叶食堂

富 岡 市：ニイハオ
桐 生 市：志多見屋
吉 岡 町：宗庵
大 泉 町：菜苑
嬬 恋 村：中居屋

　　　ほか多数
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