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次回「学校生協NOW!」発行予定は2014年９月12日となります。
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ライフプランセミナー
開催のお知らせ

夏の生活応援

40 歳代以上の組合員を対象に、
定年退職後の生活をより豊かに
するためのライフプラン作りを
お手伝いいたします。多くの方
のご参加をお待ちしております！

①Harvest
ハーベスト
2013-No.5
①Harvest
ハーベスト
2014-8 月号

②被災地応援フェア

■日時：８月９日（土）１１時〜１４時
※昼食はお弁当をご用意いたします

今回のおすすめ商品

■会場：学校生協会館

⑧アナと雪の女王 Movie NEX

【ストーリー】
DVD と
ブルーレイを エルサとアナは美しき王家の姉妹。しか
セットにした し、触ったものを凍らせる 禁断の力
MovieNEX
を持つ姉エルサは、妹アナを傷つけるこ

さらに
５％
引き！

３,８８８円（税込）

とを恐れ、幼い頃から自分の世界に閉じ
こもって暮らしていた。美しく成長した
エルサは新女王として戴冠式に挑むが、
力を制御できずに真夏の王国を冬に変え
てしまう。城から逃亡した彼女は、生ま
れて初めて禁断の力を思うがまま解き放
ち、氷と雪を自由自在に操り、冬の王国を
作り出す。アナは姉と王国を救うため、
山男のクリストフとその相棒のトナカイ
のスヴェン、夏に憧れる雪だるまのオラ
フと共に雪山の奥深くへと旅に出る。

今からしておくべきこと、知っておくべきこと…
ちょっと立ち止まって、
これからのくらしを考えてみませんか？
【講演内容】
年金、医療、介護…
知っておきたいセカンドライフの基礎知識
人生はフルオーダーメイド
４０代からの人生を味わい尽くす！
〜あなたはこれからの人生に何を求めますか？〜
※セミナー終了後には個別相談も賜ります

チラシは職場内回覧でお願いしています。
締め切り間近！
申込締切日

お問合せ・お申込みは
学校生協まで

商品お届け日

TEL 0120-39-5318

８月２５日（月）

※夏休み期間を考慮してのお届けとなります。
７月３１日（木） 少々お時間を頂きますがご了承ください。

学校生協グループ保険
年に一度の本更新ＰＲがはじまります！

８月下旬～10月上旬

に

各学校へお伺いします

説明希望の方

学校生協グループ保険では、万一 (死亡・高度障害）の場合だけでなく不慮の事故による
入院（日額2,900円）通院（日額1,800円）手術保険金（1.45万円・2.9万円）
【損害保険部分】や
三大疾病への保障（重病初期サポート）も準備する事ができます。

（お支払いできない場合についてはパンフレットをご参照ください）

（生命保険部分）

約68. 2％

一生でがんに罹患する確率

男性
54.5％

がん患者の就業状況
休職中
9％

その他
9％

女性
40.7％

およそ２人に１人はがんに
に・・・

しかしながら

０120ー39ー5318

グループ保険

すか？

ご存じで

出典：「がんの統計 09」（財団法人がん研究振興財団)

はお気軽にご連絡ください。

学校生協フリーダイヤル

配当率（平成25年度分）

担当：久保田

「配当金明細書」を７月上旬に学校
へお届け致します。

●グループ保険（生命保険部分）、は１年毎に収支計算を行い剰余金が生じた場合は、配当金としてお返しします。配当率
は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。（総
合医療サポート・重病初期サポート・グループ保険（損害保険部分）・生活あんしんサポートには配当金はありません。）配当
率は、今後変動することがありますので記載の配当金額は将来のお支払いを約束するものではありません。

がん患者の約半数の方が
仕事に復帰しています！
健康な今こそ！三大疾病への備えができる

現在も勤務
している
48％

依願退職
30％

解雇
4％
出典：厚生労働省研究班2004「がん体験者の
悩みや負担等に関する実態調査報告書概要版」

重病初期サポートへの加入をお勧めします！
●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。●グループ保険は団体定期保険と普通傷害保
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。 ●それぞれの保障内容等詳細はパンフレットをご参照ください。 ●重病初期サポー
トへのご加入はグループ保険へのご加入が条件です。●制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

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

MY-A-13-LF-007426
MYG-A-14-LF-195

学校生協の
新車購入紹介制度を
ご存知ですか

新車購入をお考えなら

県内ディーラー様をご紹介させていただきます
ディーラーへ行く前にまずは学校生協にお電話を！
こちらからお送り致しますアンケート用紙で
ご希望のメーカー、車種をお知らせください。

（ホームページからもダウンロードできます）

各社ディーラーと提携しております下記の保険会社よりご連絡させて
いただきます。
ご紹介までには一週間ほどお時間をいただきますのでご了承ください。

ご紹介が成立いたしますと

普通車 10,000円
軽自動車 5,000円

のキャッシュバックをいたします

〈ご注意ください〉
〈ご注意ください〉
商談中または契約後、
商談中または契約後、
ご購入後のご連絡は
ご購入後のご連絡は
対象外となります!!
対象外となります!!
中央労金のマイカーローンもご利用できますのでお気軽にご相談ください

＜お問合せ先＞
群馬県学校生活協同組合
ＴＥＬ ０１２０−３９−５３１８
ＦＡＸ ０１２０−０３−５３１８

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

本当の意味で家を守る塗装

モルタル壁に︑一般的な外壁塗装

で使用するような︑透湿性も断熱性

もない塗料を塗るとどうなるか︒ひ

びを埋めることで︑壁内結露は逃げ

場を失い見えないところで肝心の木

検索← メール kuchikitec@yahoo.co.jp

を腐らせてしまいます︒阪神大震災

0120-51-4112

の調査結果を見ると︑全壊︑または

0120-51-4152

半壊という大きな被害を受けた家の

小冊子請求はこちらへ

多くが︑壁内結露による木の腐朽が

ある家でした︒

つまり︑モルタル壁

に関しては安易な塗装

http://www.kuchikitec.jp/ クチキテック

をすることで︑塗れば

〒378-0015 沼田市戸鹿野町324-3

塗るほど家が傷むと言

有限会社クチキテック

えます︒モルタル壁は

日本建築仕上学会会員

塗装しないというのも

一つの選択肢です︒

クチキテックの本格外

断熱塗装では発泡スチ

ロール球入り厚さ三ミ

リから十三ミリの断熱

層をコテ塗りすること

で壁内結露を減少させ

ます︒詳しくは小冊子

﹁塗り替えをする前に

知っておきたい知識﹂

をご覧ください︒無料

送付いたします︒

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

＜提携保険会社＞

7 月31日までキャンペーン中！

井

報告 !
します

戸 端 大

春季地区運営委員会

第６８回通常総代会報告
第６７回通常総代会報告

地区ごとに各学校の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。
10 地区で開催することができました。

日時 ２０１４年６月２５日（水）午後３時より
場所 ロイヤルチェスター前橋
県内各地区より選出された総代
１４６名の内１４０名（実出席
７５名、
委任５名、
書面議決６０
名）のご出席のもと、群馬県生
活文化スポーツ部 消費生活課
長 関様をはじめご来賓のご臨
席をいただき開催いたしました。
組合員還元として出資配当0.1％
を実施する余剰金処分案を含む
すべての議案を承認可決いただ
きました。
第１号議案

2013年度事業報告、
決算関係書類承認
の件

第２号議案

定款一部改正の件

第４号議案

役員（理事29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

トの案内はいつ頃ですか？
Ａ. 長期休暇前の６月、11 月です。
Ｑ. 年度初めの異動連絡表の提出
は忙しい中で記入が大変なの
だが…。
Ａ. 市町村費や形式退職、新採用

Ⅱ

剰余金処分額
①法定準備金
②出資配当金
③任意積立金
事務所改修積立金
別途積立金

及び予算決定の件
第３号議案

Ｑ. ユナイテッドシネマのチケッ

Ⅰ 当期未処分剰余金

2014年度事業計画

Ⅲ

次期繰越剰余金

や休職者の手続き等の為お知 ●紳士服コナカで利用の際に
組合員証を提示し１割引に
らせください。
なりました。他の割引とも
Ｑ. 退職後の保険がどうなるか相
併用できとてもお得だと思
談できるところはありますか？
いました。
Ａ. ８月にライフプランセミナー
●
「有名ブランド激安セール」
がありますのでぜひご参加下
という企画で、職場３名で
さい。
購入。お願いした通り、き
ちんと分けて梱包してもら
い今後も安心して利用でき
そうです。
●ひとり一品は声がけによっ
て年々、利用してくれる方
が増えつつある。
●男性向けの商品をもっと取
り扱ってほしい。

19,271,842
1,000,000
82,037
7,000,000
2,000,000
9,189,805

東日本大震災義援金企画

回

度

年
０14

２

第１

ひとり一品以上

利用

拡大キャンペーン

第１回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンでは
5，384 人の方にご利用いただき、ご利用金額は 825
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 165，000 円は宮城県南三陸町立伊里
前小学校へ教育活動費と
してお届けします。
こちらの様子は次号で詳
しくお伝えします！

人気ベスト３は！！
第 位『三陸茎めかぶ』

1

学

秋にも開催いたします。ぜひご参加ください！

東京ジュエリーツアー

６ 月 １４ 日（土）

大切にしたい
ジュエリー
お気に入りの一品を
お土産に！

『野菜チーズナッツ』

2

第 位

８２５ コ
第 位 『黒糖ドーナツ棒』

3

９４０コ

７８６ コ

第２回は１０月に予定しています。 お楽しみに !!

食後の自由散策
築地や歌舞伎座へ

目黒雅叙園にて
中華のコース料理
ふかひれ、北京ダック…
そして杏仁豆腐に舌鼓！

■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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