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あけまして
おめでとうございます
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検索

群 馬 県 学 校 生 活 協 同 組合
指定業者会

治之

昨年はうま年で、全国で唯一、県名に馬を持つ「群馬県」が
大活躍をした年でした。何と言っても最大のニュースは、「富
岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録されたことでし
た。富岡製糸場には全国から見学者が大勢押し寄せました。首
都圏にある、高速道路のICから近い、簡単に見学できる等の好
条件が幸いしたのでしょう。
「ゆるキャラ・グランプリ」で「ぐんまちゃん」が優勝した
ことも大きなニュースでした。２年連続３位と力を蓄えてき
て、「ぐん馬」年に悲願達成、優勝するなんて、盛り上げ方を
心得ていますよね。
でも、こんなに「うま年」の主役として頑張ったのに、どう
して４６位（地域ブランド調査）なんでしょうね。昨年より２
つも順位を落として、もう後がないところまで来てしまいまし
た。
「活躍」が「魅力」に結びついてこないところが問題ですね。
実は、学校生協も似たところがありまして、第２回「ひとり
一品以上利用拡大キャンペーン」では供給額・利用者数とも今
までで最高の成績を上げるほど頑張っているのに、事業剰余が
前年実績に届かない状況があります。組合員の皆様のご支援ご
協力を十分に生かしきれていないのでは、と反省しています。
さて、今年2015年はひつじ（羊）年です。全国で唯一、県名
に羊を持つ「群馬県」が大活躍をすることになるのは、皆さん
当然予測されますよね。そうなれば、群馬県が地域ブランド調
査で順位を大きく上げることは確実です（たぶん）。学校生協
も負けずに、大きく実績を伸ばすよう頑張ります。手始めに、
第３回「ひとり一品以上利用拡大キャンペーン」では供給目標
「夢の1000万円」を本気で目指します。
今年も皆様のご支援ご協力を、よろしくお願い申し上げます。
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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。
本年のキーワードは「国際社会で活躍できる若手日本人の育
成」でしょうか？！
2020年度に小学校３年生から英語が必修になるとのことで
す。文部科学省は2011年度に小学校５年生から英語を「外国語
活動」として必修にしました。それを20年度に３年生に引き下
げて、５年生からは「科目」に格上げし成績を付ける方針との
事。大学入試も今後は英語会話力の向上が更に求められるとの
ことです。
40年以上前になりますが、私は高校３年生から「ラジオ英語
会話」を聴講し始めました。これからの時代は「英語によるコ
ミュニケーション力」が大切だと考えて、更に大学に入るとＥ．
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４年間活動しました。
一方、社会に出てからはその努力を怠り、ほとんど活用する
場も無く過ごしてしまいました。会社人生では２年間だけ海外
対応で活用できただけです。反省する毎日です。
既に、日本は国際社会の中で重要なポジショニングを占めて
おります。内需拡大、観光立国への挑戦、国民の国際化などな
ど。子供たちが国際人として将来活躍するための礎を今、我々
大人が準備してあげる時かもしれません。
その大きな役割を果たしておられる先生方に、より良い商品
を、より安くご提供できるように、私達指定業者は今後とも努
力いたします。
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
2014年度 第３回

岩手県

チラシと試食品は
１月２６日（月）
お届け予定です。
お楽しみに♪
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割りせん＆柿ピー
醤油味 35g×8袋/箱

1290円
宮城県

1,030 円
９

ショコラ生チョコ仕立て
494ｇ／ポット

…申込締切日…

…商品お届け日…

47

気仙沼 かつおラーメン

２月６日（金） ２月２３日（月） （麺120g×4、スープ36g×4）/箱
「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

1050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

2014

当選番号 発表

１２月２2日（月）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。

Ａ賞

20本

宮城県産ふかひれセット

Ｂ賞

20本

岩手県産きのこ山菜せんべい汁セット

Ｃ賞

30本

福島県産喜多方ラーメンセット
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●問い合わせ

高品質・高機能塗装
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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

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

冬の塗装工事も問題なし

有効期限
２０１５年２月１１日
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８６７８

日中の気温が０度以下に
なる寒冷地
︵利根沼田など︶
では来春まで塗装工事を
おこないません︒他の地域
では︑きちんと温度管理を
すれば問題なく塗装工事を行えま
す︒放射温度計で外壁北面の温度
を計り︑０度以上であることを確
認︒０度以下なら塗らない︒
翌朝の最低気温の予報に注意し︑
水性塗料の塗装終了
時間を決める︒など︑
きちんとすれば︑問
題ないのです︒
１月︑２月施工のお
客様︑組合員割引＋
αの値引交渉券をお
使い頂けます︒
お見積りはお早めに
ご予約ください︒
相談のみでも喜んで
お受けいたします︒

値引き交渉券

２２３１
２７４５
４９８５
８４００

５％ 割引セール！ 住まいづくりフェア２０１５

用感 謝
冬の利

ご協力ありがとうございました。
商品3
人気スト
ベ

１位

おかげさまで供給高806万円、500校、
3,470名の方々にご利用いただきました。

地球にやさしく、家計にもやさしい
「エコ」を見つけよう!!
入場無料 2015
夢の実現
応援します

1

過去最高の実績です!!

ロイズ
バラエティパック
（クリスマス）

２位

/24 ・25
10時〜16時

10時〜15時

群馬建設会館

会場：

ロイズ
ポップコーン
チョコレート

今、聞きたいことにプロがお答えします!!
知得セミナー開催
セミナー両日開催
■11時開始 ■13時開始

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、無理なく実践可能な風水を提案しています。

３位

黒糖ドーナツ棒
40 本

■仙波 甚一
（せんばじんいち）

一級建築士

夢の住まいづくりを
応援します！

1/24（土） ●ろうきん家づくり講座

●風水セミナー〈90分程度〉

■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！

来年度も引き続きよろしくお願いします !!

1/25（日）

■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!

〈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

学校生協ホームページをご覧ください!!
お得な情報・役立つ情報を掲載しています。

トップページ・
トピックスには最新情報を掲載、
組合員さんが安心してお得に利用できる指定
店・提携店も紹介しています。
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 新規登録キャンペーンは 2015年１月31日（土）まで

退職予定 の 皆さま へ
教職員共済退職者説明会

長年にわたり学校生協福利厚生活動へのご支援ご協力を賜
り、誠にありがとうございました。
ご退職後は学校生協への「継続」または「脱退」いずれ
かを選択していただくことになります。毎月お届けしている
「ご利用のお知らせ」でご利用状況をご確認ください。
「ご利用のお知らせ」と一緒にお届けしています『２０１４年
度末退職等による手続きについてのご案内』にて、学校生協
までお知らせください。
フリーＦＡＸ ０１２０−０３−５３１８

２月14日（土）10：30～15：00
場所：群馬県学校生協会館

２月28日
（土）・4月4日
（土）
にも開催します。
《セミナー内容》

① 充実したセカンドライフをおくるために
（年金・資産運用・保障の見直しについて）
② 教職員共済「さぽーとプラン（年金共済・終身共済・
医療共済）」のご案内
③ 退職された先生の体験談
④ 退職にともなう学校生協手続きのご案内
グループ保険退職後制度の説明も簡単に行います
⑤ 個別相談会

ご退職後も継続して学校生協のご利用をおすすめします。
☆組合員割引も
引き続きご利用
いただけます☆
《一例》
○紳士服コナカ・洋服の青山 …10％割引
○メガネの板垣・眼鏡市場………５％割引
○ＪＴＢ関東高崎・前橋…………３％割引
他にも多数の提携店をホームページでご紹介
しております。
★もちろんガソリンカードも引き続きご利用ＯＫ！
★チラシやカタログはご自宅へお届けします。

＜参加者の声＞

※学校生協を脱退されますと、各種サービスはご利用できなくなります。

☆形式退職をされる方へ☆
《市町村教育委員会や事業団に異動される場合》
引き続き学校生協をご利用頂けますが、お手続きが必要と
なります。お早めに学校生協までご連絡ください。
『ご利用のお知らせ』と一緒に『2014年度末形式退職・
派遣等異動に伴う手続きについてのご案内』を同封してお
ります。ご記入のうえ、FAXにてお知らせください。

〈昨年度の教職員共済退職者説明会〉

お問合せ先

群馬県学校生協

・セカンドライフの心構え
を短時間の中で要点をふ
まえてお話いただき、意
識すべき点が整理できた。
・さぽーとプランは保障と
運用の面で魅力的なもの
であり、退職金を安心し
て預ける意味でも年金共
済・終身共済を活用でき
る事が良くわかった。
・実際に退職された先生の
お話が聴くことができて
たいへん参考になった。
・個別相談では、丁寧に説
明していただき保障の見
直しができて助かった。

教職員共済部

TEL 0120-26-0753 FAX 0120-56-9292

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
再任用の先生は現職中の制度を継続できます

『退職後制度』ポイントは４つ！

※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

③現職中制度にご加入後、

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

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

④退職後制度ご加入時の
保険料は、
満期まで変わりません

※１ただし、グループ保険については、退職日直前まで継続した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、退職日直前に加入されている保険金額以下となります。
但し、一時払退職後プランはその限りではありません。
※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。
※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）

〜手続きの流れ〜
平成 27 年
１月下旬

「意思確認用紙」
「グループ保険意思確認書」
を送付いたします。
※3月上旬までにご記入のうえ、
ご返送下さい。

平成 27 年
２月

退職後制度のご説明のため、各学校に訪問いたします。

平成 27 年
４月

申込書類をご自宅にお届けします。
「申込書」
「口座振替申込書」
に記入・押印いただき、
ご返送下さい。
※４月・５月分の保険料はお振込いただきます。

各制度ごとに
別途ご案内
平成 27 年
６月１日

一時払いをご希望の方へ振込依頼書をお送りいたします。
ご案内を確認後、保険料をお振込みいただきます。
平成２７年６月１日より効力が発生します。

平成２６年８月〜１０月の秋季募集の際にご加入・ご変更された方は
平成２７年２月１日より保障が開始します！
１月中旬に「ご加入内容のお知らせ」を学校に送付させていただきます

＊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 ＊詳細はパンフレットをご参照ください。
MY‐A‐14‐他-007150 MYG-A-14-LF-784
＊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。

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

■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
フリーＴＥＬ（０１２０）
３９−５３１８ フリーＦＡＸ（０１２０）
０３−５３１８

