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群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

許諾第2020-100570号

役　職 区　分 氏　名 勤　務　先
理 事 長（常　勤） 群馬県小・中学校長会 髙　木　恵　一 学校生協
副理事長（非常勤） 群馬県小学校長会 折　田　一　人 前橋市立桃瀬小学校
副理事長（非常勤） 群馬県中学校長会 林　　　恭　祐 前橋市立第一中学校
副理事長（非常勤） 群馬県高等学校長協会 天　田　敏　明 高崎工業高等学校
常務理事（常　勤） 学校生協 宮　崎　寿美子 学校生協
理　　事（常　勤） 学校生協 小　暮　　　孝 学校生協
理　　事（非常勤） 渋川市北群馬郡地区 鈴　木　秀　知 渋川市立赤城南中学校

々 藤岡市多野郡地区 栗　原　広　貴 藤岡市立第一小学校
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 大　竹　秀　人 安中市立松井田南中学校
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 荒　木　孝　史 高山村立高山小学校
々 館林市邑楽郡地区 須　永　逸　郎 邑楽町立中野小学校
々 前橋市地区 反　町　恭　子 前橋市立永明小学校
々 前橋市地区 神　保　　　衛 前橋市立箱田中学校
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 中　村　功　弘 高崎市立北部小学校
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 岡　田　栄　治 伊勢崎市立境剛志小学校
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 鎮　西　宏　子 みどり市立大間々南小学校
々 群馬県教育委員会 木　村　　　勤 群馬県教育委員会　福利課
々 高崎市中学校長会 伊　藤　尚　毅 高崎市立高崎特別支援学校
々 群馬県女性校長会 小　林　澄　子 渋川市立長尾小学校
々 群馬県公立学校教頭会 高　橋　健　一 高崎市立中央小学校
々 群馬県高等学校事務長会 吉　田　淳　子 太田女子高等学校
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 佐　藤　京　子 高崎市立堤ケ岡小学校
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 邑楽町立中野小学校
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　２０２1年６月25日（金）午後３時より
場所　ロイヤルチェスター前橋
　今年度も新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、規模
を縮少しての開催となりました。
　総代定数145名の内、実
出席８名書面出席132名の
参加をいただき、利用分量
割戻、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　　　24,191,552

Ⅱ　剰余金処分額　　　　　　11，949，602
　①法定準備金　　　　　　  1，000,000
　②利用分量割戻金　　　　  2，833,502
　③出資配当金　　　　　　　1,456,100
　④感染症対応支援金　　　　3，000,000
　⑤社会貢献活動支援金　　　　60,000
　　（小規模グループ支援金）
　⑥社会貢献活動支援金　　　 100,000
　　（激甚災害見舞金）
　⑦事務所改修積立金　　　  1，500,000
　⑧WEBシステム構築積立金　1,000,000
　⑨別途積立金　　　　　　  1，000,000

Ⅲ　次期繰越剰余金　　　　12,241,950

第７５回通常総代会を
　　　　　開催しました

第１号議案　2020年度事業報告、
　　　　　　決算関係書類承認
　　　　　　の件
第２号議案　2021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　役員（理事29名、
　　　　　　監事４名）選任
　　　　　　の件
第５号議案　役員報酬決定の件
第６号議案　議案決議効力発生
　　　　　　の件

２０２1年度新役員の紹介

剰余金処分について

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。ご活用ください。
　募集期間は毎年８月１日～９月30日となります。
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　2021年８月１日～2021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。



 

「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  前橋支店

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11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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注文個数

ペヤング　　　
ソースヤキソバ

でした。

ペヤング　　　
ソースヤキソバ

でした。

今回の注文個数ベスト１

★男性人気№１は★男性人気№１は

２０２1年度第１回
被災地支援企画

第１回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンで 5,156人の

方にご利用いただき、ご利用金額は 858万円となりました。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

今回の義援金 172,000円は宮城県松が松ヶ浜町立松ヶ浜

小学校と熊本県御船町御船小学校へお届けしました。

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。

野菜チーズナッツ野菜チーズナッツ

６４２コ

４６６コ
第1位

女性人気№1女性人気№1

宮城県学校用品協会
を通して、鹿折小学
校へ「プログラミン
グ教材」をお届けし
ました。

～支援先報告～宮城県気仙沼市立鹿折小学校

（2020年度第３回ひとり
　　一品キャンペーンより）

（20袋入）

（50コ入）
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マイページ登録プレゼント
キャンペーンの当選者に
商品をお届けしました

■ペンネーム：ホノパパ
　引っ越しを機に宅地に隣接する休耕地の管理もする事になった。
雑草天国の100坪荒地を畑に戻す５ヵ年計画だ。限られた時間と道具で奮闘し、
今年で４年目。
　試行錯誤の農作業にも少しは慣れ、最近楽しくなってきた。

■ペンネーム：サコッシュ
　私のマイブームは「サウナ」です。あちこちのサウナに入りに行ってます。
今迷っているのは「サウナハット」を買って本格的な「サウナー」になるかど
うかです。
　今のところハットをかぶった人には会ってません。どうしようかな？

■ペンネーム：ピスタチオ
　おうち時間が長くなったり、外食を控えたりしたことで料理のレパートリー
が増えました。特にお菓子作りにはまり、パウンドケーキ、マドレーヌなど材
料を変えながら楽しんでいます。次の目標はふわふわシフォンケーキです。
　子供に「おいしい♡」と言われると、また何か作りたくなってしまう今日こ
の頃です。

「マイブーム」のお便り紹介

組合員のひろば組合員のひろば組合員のひろば
この用紙を使ってご応募出来ます。
フリーFAX0120-03-5318

お便りをいただいた方に、もれなく
「coop紅茶ティーパック50袋入」

プレゼント!! ◆次回のテーマは
「わたしのルーティン」です。
お便りお待ちしております。

・・・・・・・・・

お便りコーナー

■学校名

■名　前

■ペンネーム
（ご希望の方はご記入下さい）

マイページ登録プレゼント
キャンペーンの当選者に
商品をお届けしました

マイページ登録プレゼント
キャンペーンの当選者に
商品をお届けしました

４月分
絹とうふ化粧箱
６丁セット

ご当選
おめでとう
ございました

５月分
京都背脂

醤油ラーメン

ご当選
おめでとう
ございました

☎フリーダイヤル ０１２０-３９-５３１８お問合わせ先：群馬県学校生活協同組合
Ggaku5318

◎2020年度の出資報告が、７月下旬にマイページからご覧い
　ただけます。
☆登録方法等ご不明な点がございましたら学校生協までご連絡
　ください。

マイページ登録はこちらから
初回ログインパスワード

ご応募いただきました組合員様より
　たくさんのご意見をいただきました。

毎月プレゼント
キャンペーン実施中

ぜひこの機会に
マイページにご登録

ください

○市販では見かけないお菓子がたくさんあって、つい買ってしまいます。
○生協のマカデミアナッツが大好きです。チラシにたくさん載せてください。
○絹豆腐の試食が好評でした。未加入者の加入のきっかけになりました。また変
　わった試食品を出していただけるとありがたいです。
○前回、豆腐が当選したのですが、遠慮なく応募します。あの豆腐は、知り合い
　四人に分けてあげました。購入に繋がれば幸いですが…。
○前回販売したCOOLマスクの再販をお願いします。
○コロナ禍で何かと気が沈みがちですが、楽しみに出来る企画をありがとうござ
　います。
○ひとり 1品で、美味しいものが食べられて支援ができることがうれしいです。
○以前ご案内いただいたユリコのマスクが気に入ってます。もっと欲しくて先ほ
　どメールをいただく少し前にAmazonでまとまった数を注文してしまい、110
　円も高くてがっかりしてます。もう少し待って学生協で購入したかったです。
　これからもメールでの案内を楽しみにしてます。
○いつも貴重で珍しいものを紹介していただきありがとうございます。ラーメン
　にめがないのでぜひ、このカップラーメンも食べてみたいです。また、ラーメ
　ンの企画、楽しみにしています。
○毎月プレゼントキャンペーンを楽しみにしています。美味しそうなカップラー
　メン、ご縁があったら嬉しいです！
○マイページ登録以降、かなりお得な情報をゲットできている気がします！！
○こういった抽選はハラハラドキドキで楽しいです。こういった企画を増やして
　くださるとコロナでもやっとした気持ちをはらせるかも？！笑
○前回当選させていただいた、お豆腐は夫婦そろってお気に入りになりました。
　ありがとうございました。今回のラーメンも 3月で人気であったということな
　ので、是非食べてみたく応募しました。よろしくお願いします。
○お豆腐プレゼントに当選し、日頃御世話になっている学生協担当者にお裾分け
　して一緒に喜んで貰いました！当たることもあるんだなぁと　　　　チラシを
　見ながらの注文がやはり、楽しいです。
○劇団四季のオペラ座の怪人ツアー、楽しみにしていましたが、やっぱりこの情
　勢では見送りになってしまいますよね。残念です。早くコロナが収まって、観
　劇できるようになりますように。皆様もご自愛くださいませ。
○八天堂の商品紹介やキャンペーンうれしいです。
○メールを登録したことで様々な情報が届き、サイトを見るのも楽しみです。薄
　着になる夏に向けて、低カロリーでおいしいもの特集などがあったらうれしい
　です。
○ちょうど、八天堂のクリームパンを食べてみたいと思っていました。駅の構内
　でしか買えないと思っていたので、メールに記載されてた特集を見て、通販購
　入を考えてみたいと思います！

🙌 🙌 💯

プレゼント
キャンペーン
組合員
の声
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