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次回「学校生協NOW!」発行予定は2014年７月14日となります。
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東日本大震災支援企画
ひとり一品以上利用拡大

継続
します！

２０１４年度
第１回

キャンペーン

今年度も引き続き、
ご利用金額の一部を東日本
大震災の被災地支援に活用
いたします。

ぜひ
ご協力
下さい!!

今回のおすすめ品

1 三陸茎めかぶ
チラシお届け日

今回はご利用額の
２％を南三陸町立
伊里前小学校へ寄
付いたします。

890円

6月9日（月）

「学校生協グループ保険」制度

6月20 日（金） 商品お届け日7月7日（月）

申込締切日

Ｑ．どのようなケガで補償がされるの？

Ａ．一般的なお支払事例は以下の通りです。

４・５月にご加入頂きました組合員の皆様へ

・体育授業中のハードル
練習中に負傷。
・校舎内の階段で足を
踏み外して転倒した。
・勤務外時の交通事故
によるケガ。 etc…

平成26年8月1日より保障が開始します
春季募集ではお世話になり、ありがとうございました。
加入通知書が7月に届きますので、
保障内容のご確認をよろしくお願いいたします。
○●ケガでの入通院、病気で入院等された場合は

０１２０−３９−５３１８

給付事由発生

1

学校生協へ
連絡

【フリーダイヤル】
＊制度内容詳細についてはパンフレットをご一読くだ
さい。
＊グループ保険は団体定期保険【生命保険】と普通傷
害保険【損害保険】をセットしたものです。
＊団体定期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。
＊保障内容、保険料、お支払いできない場合等詳細に
ついてはパンフレットをご参照ください。

MY-A-14-他-002961

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

●月額500 円で

通院1日あたり1,800 円が
通院日数分給付されます。
●入院時は1日あたり
2,900 円が
入院日数分給付されます。

安心だね！

※手術補償もあります。
※普通傷害保険で給付対象となるケガとは、
急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害のことです。

〜ケガをした際のご請求の流れについて〜

学校生協にご連絡をお願いします●○
学校生協フリーダイヤル

グループ保険の普通傷害保険(損害保険部分)では

0120395318

2

事故連絡票が
届くので
記入して
学校生協へ
FAX送信
（注1）

3

ご請求の対象
となる場合に
請求書類
一式が
学校生協から
到着（注２）

4

請求書に病院
の領収書・診
察券のコピー
等添付し
返送

5

ご指定の口座
に給付金・保
険金をお支払

（注3）

※（注1）ご請求に必要な書類については別途所定の診断書をいただく場合もございます。
※（注2）ご提出いただいた書類を拝見し、お支払の可否を引受損害保険会社にて判断させていただきます。
※（注3）ご請求＝お支払ではございませんので、あらかじめご了承ください。

MYG-A-14-LF-26
「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

WEBショッピングをぜひご利用ください！
共同購入の商品は、ホームページから注文できま
す。ＷＥＢ限定企画もありますのでぜひ、
ショッピン
グサイトをご利用ください！

①

①ホームページに
あるこのバナー
をクリック。
②まずは新規登録
画面へ進み会員
登録をします。

！
！

③会員登録が完了したら、お買い物を続
けることができます。商品を選んでカゴ
に入れたら「レジでお会計」へ！

②

③

※次回からは、メールアドレスとパス
ワードを入力していただくだけでログインできます。
会員登録の際にご指定いただいたメールアドレスに、新規
登録と注文内容について、確認のメールが届きます。
※届かない場合は、ご登録いただいたメールアドレスが間違っている可能性が
ございます。学校生協までお電話をください。

ホームページには他にも
WEB限定企画のご案内や、
お得な情報も掲載中！
ぜひご覧ください!!

有限会社クチキテック
〒378-0015 沼田市戸鹿野町324-3

http://www.kuchikitec.jp/ クチキテック

小冊子請求はこちらへ

0120-51-4152
0120-51-4112

検索← メール kuchikitec@yahoo.co.jp

塗装仕様の選び方

日本建築仕上学会会員

塗料の耐侯性の優劣だけで︑アクリル︑
ウレタン︑シリコン︑フッ素という順
番がつけられがちですが︑重要視すべ
きは耐侯性だけではないのです︒耐侯
性が良いとは︑長くピカピカというこ
とですが︑それよりも透湿性︑断熱性︑
その他その家にとって何が一番重要か
を考慮すべきです︒
写真は本格外断塗装︑コテ模様仕上げ︒
外壁の模様を変えるだけでなく︑外断
熱効果で壁内結露が減少し長寿住宅に
なります︒小冊子﹁塗
り替えをする前に知っ
ておきたい知識﹂無料
送付いたします︒

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

第６8回
通常総代会

開催案内

学校生協の活動
等に関する最高意
志決定機関である
通常総代会を開催
いたします。
県内各地区から
選出された総代・
現役員、役員候補
者の方々にご出席いただき、2013年度の事業・決算
報告、
2014年度事業・予算計画などの議案をご審議
いただきます。
日時
場所
議案

２０１4年６月２5日（水）
午後３時より
ロイヤルチェスター前橋

第１号議案

地区ごとに学校生協係の方にお集まりいただき、
情報交換、意見交流、試食検討会などを行います。

●被災地支援のキャンペーン
では、義援金の具体的な用
途が記載されているので、
先生方の反応が良い。
●回覧を２回することで注文
が増え、全員に利用しても
らうことができた。
●仕事で一息入れたい時、学

●指導や環境づくりに活かせ

校生協のチラシが癒しにな

るグッズや、職員室でおす

っています。

そ分けしたくなる軽食類を
増やしてほしい。
●提携店などもっと職場内で

2013年度事業報告、決算関係書類承認

宣伝したい。

の件
第２号議案

2014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

春の
地区運営委員会

●ミシン以外にも学校の備品
の修理を学校用品でお願い
したい。

開催日程が決まり次第、ご案内を発送いたします。
ぜひご参加ください！

個人保険の団体割引を
ご存知ですか？
各保険会社の
営業担当の方に
学校生協の団体扱い
に変更したいと
お伝え下さい。

2014年度

イ ベ ン ト 開 催 予 定
日帰り
ショッピングバスツアー

東京ジュエリーツアー

ライフプランを考えるうえでも保険はかかせませんね。
個人でご契約いただいている保険も学校生協の団体扱いに
変更することで８％前後、保険料が割引になります。
（一部商品を除く）長い期間掛け続ける保険だからこそ、
この差が大きいのです。保険料は給与控除です。

６月 １４日（土）
協賛：㈱アンズ・コーポレーション

◎保険部会
■生命保険会社■

11月 ２９日（土）

■損保会社■

2015

３０日（日）

第一生命保険
（株）
／富国生命保険
（相）
／日本生命保険
（相）
／
明治安田生命保険
（相）
／アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）
／
朝日生命保険
（相）／住友生命保険
（相）
／ プルデンシャル生命保険
（株）
／
ソニー生命保険
（株）
／ 三井生命保険
（株）
／太陽生命保険
（株）
ジブラルタ生命（AIGエジソン／スター）
／アクサ生命保険
（株）

東京海上日動火災保険
（株）
／三井住友海上火災保険
（株）
／
朝日火災海上保険
（株）
／ 明治安田損害保険
（株）／共栄火災海上保険
（株）
／
あいおいニッセイ同和損害保険
（株）

ぜひお気軽に
ご相談下さい

フリーダイヤル
ＴＥＬ

0120-39-5318

1月

２４日（土）
２５日（日）

井

戸 端 大

学

学校生協の指定店は安心してご利用いただけます
2014年度 指定業者会総会を開催しました。

日時：2014年4月9日（水）
場所：ロイヤルチェスター
第１号議案
第２号議案
第３号議案

2013年度活動報告並びに決算報告及
び監査報告承認に関する件
2014年度活動計画並びに収支計画案
承認に関する件
役員補選に関する件

2013年度 指定店表彰
施工部会 ㈲クチキテック・ミサワホームイング㈱
保険部会 太陽生命保険㈱・東京海上日動火災保険㈱
プルデンシャル生命保険㈱

学校生協は指定店に対し、
学校訪問時には
「学校安全パトロールステッカー」の車両貼付、
「登録証」の着用を義務付けております。

学校安全パトロール
学校生協・学校用品㈱・指定店

◎小売部会
できる限り学校訪問し先生方とお会いできるよう
がんばっております。訪問時にはお気軽にお声掛
けください。なお、お気づきのことなどありまし
たら遠慮なくご指導、ご指摘をお願いいたします。
秋には謝恩セールを実施しています。期間中のご
利用額５０００円ごとに１枚の抽選券を進呈し、
景品をプレゼントする企画です。
◎施工部会
施工部会は年２〜４回共同チラシ
「ハウジング学」
を発行しています。また１月には「住まいづくり
フェア」を開催し、住いに関する様々な情報提供
を行っています。各社組合員特典、割引等ござい
ますので、お気軽にご相談ください。
◎石油部会
群馬県内のＳＳで組合員価格にて給油いただけます。
年に２回の給油キャンペーンを実施し、期間中の
ご利用者の中から抽選で図書カードをプレゼント
しています。
◎保険部会

中面３ページ下段に掲載。

小売部会
小泉時計メガネ店、小林宝飾、㈱三英時計店、
三共燃料㈱、㈲新日本総合企画、㈱正光画廊、㈱千雅、
㈱角田時計店、東洋羽毛北関東販売㈱、㈱日本トリム、
ムラタ洋服店、㈱ワールドエコ
施工部会
㈱カナメ、関東住宅サービス㈱、㈲クチキテック、
群馬セキスイハイム㈱、群馬ホーム㈱、
ケイアイスター不動産㈱、㈲建友ホーム、
コンフォート住建、㈱ＳＡＭＡＴＡ、㈱サンタキザワ
住友林業㈱、住友不動産㈱、㈱ソーラーエコ、
大和ハウス工業㈱、トヨタウッドユーホーム㈱
㈱パナホーム北関東、ミサワホームイング㈱
ミサワホ−ム西関東㈱、南群馬分譲住宅事業協同組合
㈱ミヤケン、㈲ムラヤマトーヨー住器
石油部会
赤尾商事㈱、カナイ石油㈱、群馬自動車燃料販売㈱、
コスモ石油販売㈱北関東カンパニー、㈱サンワ、
三山石油㈱、吉沢石油㈱、両毛丸善㈱

学校生協ホームページでは、各指定店の詳細やお得な提携店の紹介を掲載しています。ぜひご覧ください。
■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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