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ホームページもご覧ください！
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学校生協のホームページをご覧ください!!
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WEBショッピングをぜひご利用ください！

①
②
③

最新情報を更新しています。
Web 限定企画もあります。

ホームページにあるこの
バナーをクリック。
まずは新規登録画面へ進
み会員登録をします。
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！

※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ください。

本紙学校生協NOWの
バックナンバーもご覧
いただけます

お得な
クーポン券
がダウンロード
できます。
家電は便利な
ソフマップ

ユナイテッドシネマ
映画情報も
毎月更新！

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。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

東日本大震災義援金企画
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ひとり一品以上

利用

拡大キャンペーン

第３回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンで
は 5,889 人の方にご利用いただき、ご利用金額
は 931 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186,000円は
へびた

宮城県石巻市立蛇田小学校と石

ありがとう
ございました。

かま

巻市立釜小学校へお届けします。

人気ベスト３は !!
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2015 年度第１回は５月下旬を予定しています。 お楽しみに !!

このカードをお持ちですか？
学校生協提携店で割引などの
各種サービスが受けられます。

紛失だけでなく、破損や汚損など
でも再発行を承りますのでお気軽に
学校生協 0120−39−5318 まで
お電話下さい。
新年度スタートに向けてご準備を！
10％
割引

傷むのは破風板や鉄部

塗装業者の見積もりを

見ると︑外壁には高性能

の塗料を塗るのに︑破風

板や鉄部には長持ちしな

い塗料を塗る仕様になっ

検索← メール kuchikitec@yahoo.co.jp

ている場合が見られます︒

0120-51-4112

本当に家のことを考える

0120-51-4152

なら︑むしろ破風板や鉄

小冊子請求はこちらへ

部に高性能の塗料を塗るべきなのです︒

クチキテックでは︑高い

耐久性をもつ無機成分に

有機成分を配合し︑フッ

素樹脂塗料より長持ちす

http://www.kuchikitec.jp/ クチキテック

る︑超高耐侯プレミアム

〒378-0015 沼田市戸鹿野町324-3

無機塗料を︑破風板︑雨

有限会社クチキテック

樋︑鉄部などに塗ってい

日本建築仕上学会会員

ます︒小冊子無料で郵送

いたします︒

〝小冊子希望
︵学︶
〟
と書

き︑送り先明記でご請求

ください︒

●問い合わせ

高品質・高機能塗装

５％
割引

住まいづくりフェア２０１５
第５４次日本南極地域観測隊員で越冬隊の
建築土木部門として活躍された
ミサワホームの中山宣彦さんを迎え
貴重な映像を使った講話を頂きました

１/２４（土）・２５（日）建設会館にて開催しました
ご来場ありがとうございました !!
「知って得する
セミナー」

「風水セミナー」
は
たくさんの方々が興味
深そうにお話を聞いて
いました。

敷島小の先生が
南極で実際に
着用した防寒服を
着てみました！

荒波を越え南極へと向
かっていく船の映像は
の生徒さんからおお！
生徒さんから
「おお！」
と声が上がり映像から
凄さを感じ取ってもら
えたようです

南極の氷に触れる特別授業

ご要望があれば学校生協までお問い合わせください

手軽

に、
乗れる。

ダイハツ

「軽々カーライフ」始まっています。 ウェイク L
コスモスマートビークル。

に、
持てる。

気軽

当日会場へお越しいただけなかった方も
住宅に関するご相談などがありましたら
お気軽にご連絡ください！
学校生協の施工部会が発行している
『Housing 学』
もチェックしてみてくださいね！

コスモ石油の個人向けカーリース

新車を、

新車を、

来場された方々は
ゆっくりと時間をかけて
相談されていました。

特 選 車

新車を、

身軽

に、維持できる。

北関東カンパニー
〒370-3524 群馬県高崎市中泉町541-2
TEL.027-350-3322 FAX.027-350-3411
本社担当：茂木 携帯：090-3699-5949

お問合わせ・ご相談・お見積りはこちらまで

TEL027-384-2133 FAX027-384-2134
リース担当：横坂・池田 まで
受付時間：AM9：00〜PM5：00（土・日・祝日を除く）

月々
60回

通常価格

車検・税金・メンテ
ナンス コミコミ!!

32,616円

31,320 円

※月間走行距離1,000㎞、
ゴールドパック、消費税8％での金額です。
付属品：フロアマット、
ドアバイザー、
メモリーナビ、ETC

退職予定 の 皆さま へ
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

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。

教職員共済退職者説明会
４月４日（土）10：30～15：00
場所：群馬県学校生協会館

《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
＜参加者の声＞

・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。

※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

教職員共済部

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

学校生協グループ保険制度
退職後制度のご案内

～『グループ保険（生命保険部分）・医療保障保険』は
一人一人のご加入によって支えられています～

制度のしくみ

剰余金が
生じたら…

保険料

⬅
保険金・給付金

⬇

前年度に剰余金が生じた場合には配当金
としてお返ししますので（毎年９月上旬）、
実質保険料は軽減されます

グループ保険（生命保険部分）、医療保障保険は１年毎に収支計算を行い剰余金
が生じた時は、配当金としてお返しします。
＊配当率は、お支払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。
＊グループ保険（損害保険部分）、総合医療サポート、重病初期サポート、生活
あんしんサポートには配当金はありません。

➡

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、ご返送いただきます。

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、ご返信ください。

配当金
制度運営費

昨年度の配当実績

グループ保険

医療保障保険

約68.2％ 約40.3％

～学校生協グループ保険４つのポイント～
〈ポイントその①〉

手ごろな保険料で充実した保障！

〈ポイントその②〉

毎年見直しができ、手続きが簡単！

〈ポイントその③〉

請求の手続きが安心・迅速！

〈ポイントその④〉

配当金で実質保険料負担軽減！

４月より春季募集を始める予定です。
グループ保険の説明で各学校に訪問いたします。
なお、加入コースの変更はこの期間中はできませんのでご了承ください。

※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。
ご案内をご確認後、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。

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)

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－1５－他－001810
ＭＹＧ－Ａ－１４－ＬＦ－1009

※退職後制度のお申込限度額は在職中の加入保険金額以下となります。
※年払退職後プラン、一時払退職後プランは退職日直前まで2年以上グループ保険（生命保険部分）に継続加入された方が加入できます。
＊それぞれの保障内容、保険料等詳細はパンフレットをご参照ください。
＊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。

※グループ保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕
組みとなっています。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。(但しグループ保険（損害保険部分）、総合医療サポー
ト、重病初期サポート、生活あんしんサポートについては配当金はありません)

■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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