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夢の実現
応援します
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住まいづくりフェア２０１５
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入場無料

地球にやさしく、家計にもやさしい「エコ」を見つけよう!!
知得セミナー開催 2015

1

セミナー両日開催
■11時開始 ■13時開始

1/24（土）

/24 ・25
10時〜16時

10時〜15時

群馬建設会館

●風水セミナー

会場：

〈90分程度〉

ハウスメーカー・住宅イベント等に
て講演実績（100回以上）を持つ
風水鑑定士。
建築業界での経験・知識を活かし、 ■仙波 甚一
無理なく実践可能な風水を提案し （せんばじんいち）
一級建築士
ています。

今、聞きたいことにプロがお答えします!!

■あなたの知っている風水って本当の風水？
■簡単にわかる吉方位、凶方位の見つけ方
■風水が良いってこういう事？風水を実体験！
■リフォームで風水を良くするポイント
ご希望により講座終了後に個別相談承ります!

1/25（日）

夢の住まいづくりを
応援します！

●ろうきん家づくり講座
〈90分程度〉

■家づくりのチェックポイントを知りたい！
■自己資金はどのくらい必要なの？
■住宅ローンいくら借りられるの？
■繰上げ返済って？金利ってどうなるの？
ご希望により講座終了後に個別相談承ります!
中央労働金庫群馬県本部

群馬県学校生活協同組合

学校生協からのお知らせ

学校生協グループ保険

学校生協グループ保険にご加入されている退職予定の皆様へ
２０１５年１月〜２月頃にかけて、退職後制度のご案内で、各学校をご
訪問する予定です。詳細に関しましては、対象の皆様へ別途ご連絡させ
ていただきます。

病気の入院
ご請求もれはありませんか？
なるほど！
ほけん豆知識

まずは学校生協フリーダイヤル0120-39-5318にご連絡ください。その後、請求書類を送付いたします。

病気で入院の場合、入院を証明する領収
書でご請求いただける場合があります。た
だし、確認のため、診断書をお願いする場
合もございます。

給付事由発生

学校生協へ
連絡

【フリーダイヤル】

0120-39-5318

※上記については該当条件がございます。詳細は学校生協までお問
い合わせください。

※ご病気での入院等の保障は、医療保障保険・総合
医療サポートにご加入いただく必要があります。
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
入院保険金（日額2,900円）通院保険金（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）
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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
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4
請求書類一式を
学校生協に提出

ご指定の口座に
保険金・給付金
をお支払

※お支払の審査については明治安田生命にて行います。

※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。

※ご提出いただいた書類を拝見し、お支払の可否を判断させて
いただきます。

※それぞれの保障内容、保険料等の詳細や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。

引受会社：明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
＊ご契約内容、保険金・給付金のお問い合わせは フリーダイヤル０１２０−３９−５３１８ 保険担当まで
＊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。
富国生命保険相互会社
＊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。
第一生命保険株式会社
＊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料の算出方法、給付割合等が異なります。
＊制度内容詳細についてはパンフレットをご参照ください。
＊医療保障保険への加入はグループ保険へのご加入が条件です。総合医療サポートへのご加入はグループ保険、医療保障保険へのご加入が条件です。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

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-14 -他-006853
MYG-A-14 -LF-674
(c)L5/YWP・TX

学協くん.com

2015年１月31日（土）まで

新規登録キャンペーン期間延長!!
期間中に新規会員登録いただいた方の中から
抽選で30名様に図書カードを進呈!!
（500円分）ぜひこの機会にご登録ください!!

教職員情報機能として教育関連ニュース
（リセマム）
や教員生活に役立つ情報サイ
トをまとめた「おすすめリンク集」など
のコンテンツがあります。

学協くん .com ではトップページにてお勧め
アイテムとして特集の紹介をしています。

群 馬 県 学 校 生 活 協 同 組 合 組 合 員の皆さまへ

全国113店舗の「はせがわ」へお越しください。
皆さまのご供養のすべてをお手伝いいたします。

お墓

（墓石・工事代）

10 %

・
OFF！ お仏壇
神仏具
( 永代使用料、年間管理費、供養料、
店頭表示価格より

一部霊園・一部石種を除く）

10% OFF！
店頭表示価格より

( 一部特価品、特注品を除く）

ご来店の際には群馬県学校生協組合員とお申し出ください
資料請求
お問い合わせ

http://www.hasegawa.jp

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、
購入後は対象外です!!
購入後は対象外です!!
中央労金のマイカーローンもご利用できます。
お近くのろうきん窓口へご相談ください。
＜お問合せ先＞
群馬県学校生活協同組合
ＴＥＬ ０１２０−３９−５３１８
ＦＡＸ ０１２０−０３−５３１８

＜提携保険会社＞
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

群馬県学校生活協同組合の皆様へ

ツヴァイ創立30周年記念
キャンペーン特別価格をご用意!!

アクティブⅡ
ご入会時に必要な費用（税込）

登録料

32,400円

活動サポート費

38,556円

情報選択料

活動サポート費

さらに！

キャンペーンにつき！

情報選択料も

29,484円

入会初期費用計

30%OFF

（一般価格 42,120円）

100,440円 （

ご入会時に必要な費用とは別
に、年間のご紹介人数に応じ
て、別途月会費がかかります。

30%OFF

（一般価格 55,080円）

一般価格

129,600円）

●例えば…
年間ご紹介人数が 1 名の場合……

8,640円

＊ 2014 年 11 月 21 日現在

お問い合せ・資料請求は直接ツヴァイヘ。
ツヴァイへの資料請求および、ご入会の事実などが職場・同僚に知られる事は一切ございません。
法人会員について
もっと知りたい

http://www.281.jp/r90/
全国56ネットワーク

ツヴァイ高崎 群馬県高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー12階

0./2-//-/./68//

日本建築仕上学会会員

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

本格外断熱コテ模様仕上げ

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

壁内結露を減らし︑本当の意
味で家を守る本格外断熱塗装︑
コテ模様仕上げは︑好評にて今
年の工事予定がいっぱいになり
ました︒来年施工もお早めにご
予約ください︒
右が施工前︑左が施工後︒サ
イディング壁がコテ模様の塗り
壁に変身︒目地割れの心配から
解放︒

֬னњऀٱѪՄଭ८ڝ,glbb/

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
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ひとり一品以上

利用

拡大キャンペーン

第２回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンでは
5，685 人の方にご利用いただき、ご利用金額は 945
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189，000円
は宮城県気仙沼市立大島小学
校へ教育活動費としてお届け
しました。

人気ベスト３は !!

2 『カレーカシュー』

第 位

（ポット入り）

第 位『ブラックサンダー』

1

６３５ コ

3 『野菜チーズナッツ』

第 位

射的も
も
綿菓子
気
大人

秋季地区運営委員会

８７３コ

６０２ コ

第３回は１月に予定しています。 お楽しみに !!

継続組合員の集い

退職された後も継続組合員としてご利用されている
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、
方々にお集まりいただき、学校生協の事業内容の説明
情報交換、意見交流、試食検討会などを行いました。
や意見交換・試食検討会を行いました。
12 地区で開催することができました。（11 月末現在）
●キャンペーンの名前が ひとり一品・・・ だと、利用したい
気持ちになります。
●グループ保険の給付請求の際、対応が素早く入金までがスムー
スだった。
●職場内での加入率が低いのでぜ
ひ加入促進をしたいと思う。未
加入者向けのお得な情報等を掲
載した案内を作って欲しい。
●用務員さんなど市町村費の方や
臨時職員も加入できることを知
らなかった。加入できる方のガ
イドラインが欲しい。
●提携店が多くなってきている。
引き続き便利に使える提携店を
増やしてください。
●忘年会などでビジネスホテルを
利用することが多いので提携し
て欲しい。
「ルートイン」や「東
横イン」など
●卒業式や入学式の立看板を学校
用品㈱にお願いしています。

Ｑ．歳をとると加入できる生命
保険が無く困っている。
Ａ．教職員共済の「新・終身共
済」は掛金は高くなります
が健康状態に問題が無けれ
ばご加入いただけます。
●ホームページで色々な紹介が
されているようなので今度ゆ
っくり見てみようと思う。
●映画の割引チケットはシニア
料金の設定があるので継続組
合員にはメリットがない。

●住まいづくりフェアをきっか
けに家を建てた。建てた後も
定期的に顔を出してくれて大
変満足している。
●畳の張り替えの専門店と新規
提携をお願いしたい。
●共同購入の送料改定はなかな
か厳しいが運賃値上げの為な
ら仕方ないと思う。
今年は11地区で開催しました
が、どの地区も懐かしい顔に
話しが弾んでいたようです。

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。来年も開催いたします。ぜひご参加ください。
■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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