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明けまして
おめでとうございます
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指定業者会
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東日本大震災以降、被災地復興支援を常に掲げながら事業に
取り組んでまいりました。昨年6月には、指定業者会の皆様と
一緒に南三陸町立伊里前小学校を訪ね、津波に洗われた花壇の
土を入れ替えてホーリーバジルの苗を植えてきました。（「ひ
とり一品以上利用拡大キャンペーン」で皆様にご協力いただい
た支援金で土と苗を購入しました）また、現地では「買って、
食べて、応援する」を力いっぱい実践してきました。小さなボ
ランティアだったかもしれませんが、少しは復興支援の力にな
れたのではないかと思っています。
被災地の現状を見ると、復興への道のりが長く険しいことを
実感させられます。本年も引き続き復興支援のための取り組み
を行ってまいりますので、
皆様のご協力をお願い申し上げます。
さて、昨年７月からの賃金カットにより、組合員の皆様の家
計は増々厳しくなってきています。このような時に、どうすれ
ば学校生協が組合員の皆様のお役に立つことができるか、いろ
いろと考え、工夫しています。例えば「生活応援５％割引セー
ル」や「ろうきんとの提携」「保険見直し相談」などですが、
組合員の皆様のご要望をお伺いしながら、さらに取り組みを拡
充していくつもりです。
学校生協は昨年、厚生労働大臣表彰を受賞しました。多くの
生協がある中で学校生協が選ばれて表彰されたのは、黒字決算
を続けていることや法令・定款・規則等に則った経営を心掛け
ていること、そして何より組合員の皆様に活動を支持されてい
ることが評価されたものと思います。これからも受賞に恥じな
いよう、また、組合員の皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張
ることをお約束いたしまして、新年のご挨拶といたします。
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年頭のご挨拶

群馬県学校生活協同組合
理事長

発行

会長

多賀

道正

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれまして
は新たな気持ちで新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
平素は学校生協指定業者会をお引き立て頂き心より御礼申し
上げます。
昨年の流行語大賞はと言えば！何と、四つもありました。
「じ
えじえじえ！」「倍返し！」「おもてなし！」そして「今でし
ょ！」「復興力、絆造り、心遣い、」そして「実行力」。人々
との触れ合い、交流を大切にしつつ未来に向かって早く仕掛け
なさいと言うメッセージかな？と思いました。
その為にはまず何が必要か？ それは未来への夢や希望では
ないかと思います。その夢が幸運？！にも昨年は叶えられたよ
うです。2020年東京オリンピックの開催が決まりました。1964
年の東京オリンピック、1970年の大阪万国博覧会以来の世界的
イベントが日本で開催されます。少し先の未来に「夢」が設定
されたということです。
子供たちにはどう影響するのでしょうか？ 1964年当時、私
は小学校６年生でしたが、実は聖火ランナーの後ろを一緒に、
正式メンバーとして走るという栄誉に輝いたことを思い出しま
す。子供心にも「健康スポーツ、日本人としての絆、感動」を
意識しました。
今、我々が改めて子供たちに期待する力を再認識させられま
すね。「心・技・体」の鍛錬ですか？「健康な精神は健康な肉
体に宿る。（Soundmind in soundbody.）」
これからの高齢化社会で私達シニアー予備軍も、子供たちと
一緒に心と体を鍛えたいものです。いつやるの？ それは「今
でしょ！」
本年もまたご愛顧頂けますようお願い申し上げまして、年頭
のご挨拶とさせて頂きます。

東日本大震災支援企画
2013年度 第３回
岩手県

チラシは
１月２７日（月）
お届け予定です。
お楽しみに♪

1 , 1 0円円0 円
３

ヨーグルトレーズン
１０ｇ×４０袋／袋

37

ミニかもめの玉子

今回の義援金は
宮城県南三陸町立
戸倉小学校へ
お届けします！

…申込締切日…

…商品お届け日…

２月７日（金） ２月２４日（月）
「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

１２個／箱

920円
宮城県

41

にしきや 牛たんシチュー
１８０ｇ×２袋

960 円

主催

部会

小売

ご当選おめでとうございます

年度 抽選券付 謝恩セール

2013

当選番号 発表

１２月２０日（金）午後３時より学校生協会館会議室に
て抽選会を開催しました。当選番号が下記の通り決定
しましたのでお手元の「抽選券控え」と照らし合わせ
てご確認ください。当選された方には後日ご利用いた
だきました各商社担当者よりご連絡いたします。
尚、景品のお届けは２月上旬〜中旬を予定しておりますのでしばらくお待ちく
ださい。

１等Ａ賞 10本

川場村産コシヒカリ「雪ほたか」５㎏

２等Ｂ賞 20本

「極上焼きモンブラン」＆「極上バーム」セット

３等Ｃ賞 50本

群馬県ご当地カレーセット

00154
04389
00912
03367
04452
06951
00052
02255
02910
04197
04782
05486
06614
07268
07756

02023
04444

02212
04654

01789
03592
04520
07122

00082
02347
03420
04203
04811
05511
06805
07385
07955

02623
06554

02238
03636
04847
07196

00700
02545
03619
04265
05112
06026
06917
07423

03449
06710

02305
04068
06244
07801

01108
02603
03727
04285
05198
06045
07013
07551

02809
04163
06527
07833

01774
02746
03757
04338
05328
06117
07031
07569

01864
02850
03916
04751
05408
06596
07154
07590

学校生協ホームページからでも
お見積もり・ご予約ができます!
組合員特別割引

※組合員なら更に１,０００円引

お問合せは、学校生協フリーダイヤル

ケイタイ・スマートフォンからも
カンタンにアクセス！

モルタル壁はもちろん︑窯業系サイ

検索← メール kuchikitec@yahoo.co.jp

ディング壁でも︑鉄板サイディング

0120-51-4112

壁でも︑夢のコテ模様仕上げで塗り

http://www.kuchikitec.jp/ クチキテック

0120-51-4152

替え塗装ができます︒写真中央は施

〒378-0015 沼田市戸鹿野町324-3

工前の窯業系サイディング︑左が施

有限会社クチキテック

小冊子請求はこちらへ

工後︒まったく違う模様となり︑高

日本建築仕上学会会員

級感が出ます︒お気軽にご相談くだ

さい︒

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

コテ模様仕上げ大好評

ＵＲＬ：https://www46.nittsu.co.jp/hikkoshi/moving-sf/hksaukta01701/initShow.srv?org=VTEF010100001

第２回

ひとり一品以上
利用

拡大キャンペーン

を
義援金 ました
届け

第２回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンではたくさんの組合員の皆様に
ご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
今回の義援金１５３，０００円を真下理事長が11/18（月）宮城県南三陸町立
志津川（しづがわ）小学校へお届けに上がりました。
また第１回のキャンペーンで義援金をお届けした、名足（なたり）小学校も
視察しました。こちらはその際の模様です。
今回の義援金は、志
津川小学校の「環境
整備費」として、届
けました！

志津川小学校にて
校長先生へ目録贈呈

名足小学校の花壇

改修整備された校舎

第１回キャンペーンの
義援金は、名足小学校
の花壇整備費として役
立っています。

学校生協からのお知らせ

皆様のおかげで、

学校生協では「ひとり一品以上利用拡大キ
ャンペーン」での義援金や、被災地の商品
を取り扱った企画など通して、今後も継続
的な支援を行っていく予定です。「買って
食べて応援する」を合言葉に、皆様のご協
力をお願いいたします！

きれいな花が咲き
ました！

退職後制度のご案内について
現職中、グループ保険にご加入いただいている方は、退職後制度にご加入いただけます
保障は終身の死亡・高度障害保障から、７０歳・８０歳の満期が選べる医療保障、ケガの通院・入院補償まで取り揃えています

『退職後制度』 ポイントは４つ！ （※一時払退職後プラン、年払退職後プラン、退職後医療保障保険、退職後医療サポート、退職後重病初期サポート）

①

退職日直前まで
現職制度に加入していれば、
原則無告知・無診査で
加入ができます。※１

②

保険料の払い方は、
制度により新年払と
全期前納、一時払の
方法があります。※２

※１ただし、一時払退職後プラン、年払退職後プランについては、グループ保険に退職日直
前まで連続した２年間の加入が必要です。退職後ご加入いただけるコースは、現職中に加入
されている保険金額、入院給付金日額以下となります。
但し、一時払退職後プランはその限りではありません。

③現職中制度にご加

④退職後制度ご加入時の

入後、発症されたご病
気についてもご請求の
対象となります。※3

保険料率は、満期まで
変わりません。

※２一時払退職後プラン、普通傷害保険は一時払、年払退職後プラン、退職後医療
保障保険、退職後医療サポート、退職後重病初期サポートは新年払、全期前納での
お支払いが可能です。

2014 年 1 月下旬、今年度末ご退職予定の方へ
個別に退職後制度のご案内をさせて頂く予定です。
再任用の先生は現職中の制度を継続できます。
ご質問等がございましたら学校生協までご連絡ください。
＊このグループ保険（生命保険部分）・医療保障保険は共同取扱契約であり、明治安田生命保険相互会社は他の各引受保険会社の委任を受けて事務を行います。
引受保険会社は、それぞれの引受金額により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等は変更されることがあります。
ＭＹ－Ａ－１３－ＬＦ－００６９７５
＊一時払退職後プランは一時払退職後終身保険と普通傷害保険をセットしたものです。＊詳細はパンフレットをご参照ください。
ＭＹＧ－Ａ－１３－ＬＦ－９２６
＊一時払退職後終身保険と普通傷害保険ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。

※３支払事由により対象とならない場合があります。

学校生協フリーダイヤルは
０１２０－３９－５３１８

引受会社：明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
富国生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
引受損害保険会社： 明治安田損害保険株式会社
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充実のセカンドライフを学校生協と共に…
安心

→教職員共済さぽ〜とプラン

便利

→退職継続組合員

継続手続きで、ずーっと便利

一時払いで、ずーっと安心
＜年金共済＞
・公的年金プラス……サポートします
・据置期間を設けることで掛金を調整でき、資産運用
として活用できます。
例えば、一時払568.2万円で毎月５万円を10年間（総
額600万円）受け取るプラン※があります。
※据置期間１年
＜終身生命共済＞
・一生涯の生命保険として
・資産運用として
・受取人が指定できます
例えば、60歳女性では一時払約350万円※で死亡保障
500万円のプランがあります。
※性別・年齢で掛金が変わります

月払い（年払い）で、安心の保障
＜医療共済＞
・病気やけがの入院に備えます
・がん入院は倍額（日数無制限）を保障
・先進医療特約（月額82円）あります
例えば、61歳では月掛金6000円程度で入院時日額
5000円（１〜180日）
＜火災・自然災害共済＞＜自動車共済＞＜交通災害
共済＞等は、退職後も引き続きご利用になれます

＜共同購入＞
・ご希望の方には、チラシを自宅へ送付します（ホー
ムページからも注文できます）なお、商品は自宅へ
お届けします
＜指定店・提携店＞
・現職時と同様の優待が受けられます
例えば…
「洋服の青山」「洋服のコナカ」…10％割引
「メガネの板垣」「眼鏡市場」… ５％割引
「ＪＴＢ関東トラベルサロン高崎・前橋」 …３％割引
他にも貴金属・健康器具・新築・リフォームなど多く
の指定店・提携店があり、現職と同様の優待が受けら
れます
＜ガソリンカード＞
・現職時のものが、そのまま使用できます
＜グループ保険＞
・退職後制度に移行できます「グループ保険」
「医療保
障保険」
「総合医療サポート」
「重病初期サポート」が
継続できます（前ページ『学校生協グループ保険』
で詳しく説明しています。）

くは …
し
詳

教職員共済
退職者説明会
２月１５日（土）11時～
学校生協会館（前橋市大友町）
個別相談に応じます（予約が必要です）

継続にはお手続きが必要です
（１）組合員継続申請書の提出
（２）引き落とし口座の届け出
※

継続には理事会の承認が必要になりま

す（その後、２年毎に継続意思の確認を行
います）
※

脱退時には、出資金をお返しします

■発行／群馬県学校生活協同組合 〒371-0847 群馬県前橋市大友町一丁目13番地12
●「学校生協NOW!」に関するご意見・ご要望は編集係までどうぞ
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