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次回「学校生協NOW!」発行予定は2015年７月14日となります。
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ホームページもご覧ください！
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今年度も
継続
します！

2015年度
第１回

ぜひ
ご協力
下さい!!
多くの組合員さまにご利用頂き、昨年度は、総額 540,000 円
の義援金を被災地へ送ることができました。
今年度も「ひとり一品以上利用拡大キャンペーン」を通して
被災地支援を行っていきます。
皆さまのご協力をお願いします。
今回の義援金は

今回の試食品は

大崎市立古川第一小学校と
気仙沼市立松岩中学校へ
お届けします。

古川第一小学校

スティック焼いわし

６４０円

申込締切日

2014 年第３回の義援金は
宮城県石巻市立蛇田小学校と
石巻市立釜小学校へ
お届けしました。
ご協力ありがとう
ございました。

松岩中学校

６月５日（金）

商品お届け日

『ひとり一品以上利用拡大キャンペーン』
『ひとり一品以上利用拡大キャンペーン』
“学校生協は教職員のみなさまが「出資し・利用し・運営する」”という
スローガンのもと、みなさまにご参加いただいております。出資はされ
ていますがご利用いただいていない方も多く、この状況を打破すべく立
ち上げた企画です。価格は通常価格よりさらにお安くお求めやすい価格
に設定。チラシ申込書は職場内回覧でお願いしています。日頃よりの感
謝を込めて試食品も一緒にお届けしていますのでぜひご賞味ください。
記念すべき第１回のチラシ 1998年６月 今から17年前でした…

学校生協は戦後まも
ない混乱期に、群馬県内の教職
員によって、自分たちが安心して働け
る環境が不可欠であるとして、くらしの安
定と向上を目指し昭和23年に設立されまし
た。以降、約60年間にわたり教職員の福利
厚生を、事業を通じて担っています。
教職員を取り巻く環境は大き
く変わり、さらなる

多忙化が進んでいます
が、学校生協は＂教職員のライ
フパートナー＂としての使命を組合員
のくらしや仕事に役立つ様々な商品、
サービス事業の提供を通じて行います。
「自分たちの暮らしは自分たちで守る…」
時代が変わっても思いは伝えて
いきたいですね。

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

６月22日（月）

利用代金の請求とボーナス払いについて
＝購入した商品や利用代金の請求について＝
ご利用の形態
食品や書籍、CDや雑貨
グッズなどの 共同購入
その他宅配チラシ
美食宅配・一番ヒットなど
カタログ・チラシ
「くらしと生協」
指定店 の利用
（宝石・紳士服など学校訪問の商社）
ガソリンSS の利用

請

求

月

注文書（申込書）に商品届け日や
請求月をお知らせしています。
ご確認の上ご利用ください。
商品届け日15日締
翌月 請求です。
商品届け日20日締
翌月 請求です。
ご利用日15日締
翌月 請求です。
ご利用日月末締
翌々月 請求です。

2015年4月1日ご利用分よりボーナス併用払いができるように
なりました。６月・12月を含む分割払いでの商品購入が対象と
なります。どうぞ便利にご利用ください。

5 %OFF
全国のヒマラヤ・B&D店舗で

本券をご精算前にレジにてご提示ください
6 3 31

店頭表示税込価格より

スポーツするなら

でお買い物いただけます。
商品割引券の提示で割引になります。
店舗情報はコチラ

ヒマラヤ
http: // w w w.himaraya.co.jp

ヒマラヤ

B&D

※詳しくは裏面をご確認ください。

提携特典：5%OFF 商品割引券

本券をご精算前にレジにて
ご提示ください。

※
「5%OFF 商品割引券」
は群馬県学校生協にて配布しています。
※詳細は
「5%OFF 商品割引券」の裏面をご確認ください。

店舗情報はコチラ

B&D
http: // w w w.bnd.co.jp

学校生協の指定店は安心してご利用いただけます
2015年度
指定業者会総会を開催しました。

日時：2015年4月8日（水）
場所：学校生協会館
第１号議案
第２号議案
第３号議案
2014年度
小売部会
施工部会
保険部会

2014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
2015年度活動計画並びに収支計画案
承認に関する件
役員改選に関する件

指定店表彰（６社）
㈲新日本総合企画・㈱千雅
群馬セキスイハイム㈱・㈱ミヤケン
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
東京海上日動火災保険㈱

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いたします
のでお楽しみに！
◎施工部会
施工部会は年４回共同チラシ
「ハウジング学」
を
発行しています。また９月には「住まいづくり
フェア」を開催し、住まいに関する様々な情報
提供を行いますので、ぜひご来場下さい。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
ントいたします。
◎保険部会
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。保険料は給与より
控除いたします。

小売部会
小泉時計メガネ店、小林宝飾、㈱三英時計店、
㈲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㈱、
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、
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
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㈱
保険部会 第一生命保険㈱／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㈱／
ソニー生命保険㈱／三井生命保険㈱／ジブラルタ生命保険㈱（AIGエジソン／スター）／
太陽生命保険㈱／東京海上日動あんしん生命保険㈱／メットライフ生命保険㈱／
東京海上日動火災保険㈱／三井住友海上火災保険㈱ ／朝日火災海上保険㈱／
共栄火災海上保険㈱／あいおいニッセイ同和損害保険㈱

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。

第６9回
通常総代会

開催案内

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。

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、2014年度の事業・決算
報告、
2015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

第１号議案

●全国で使えるガソリンカード
は便利に使っています。
●初めて会議に出席したが、係
の役割がよく分かった。
●ＨＰ掲載の提携店の組合員特
典を具体的に表記して欲しい。
提携店は定期的に紙媒体で案
内して欲しい。etc…

〜ひとり一品以上利用拡大キャンペーンに関するご意見〜

２０１5年６月２4日（水）
午後３時より
ロイヤルチェスター前橋
2014年度事業報告、決算関係書類承認
の件

第２号議案

2015年度事業計画及び予算決定の件

第３号議案

役員選任の件

第４号議案

役員報酬決定の件

第５号議案

議案決議効力発生の件

2015年度

日帰り
ショッピングバスツアー

2015年

開催日程が決まり次第、ご案内を発送いたします。

2015年

夏のジュエリーと明治神宮菖蒲園
銀座久兵衛の寿司ランチ
協賛：㈱TASAKI

「学校生協グループ保険」制度
４・５月にご加入頂きました組合員の皆様へ

９月５日（土）
10：00〜17：00

グループ保険の普通傷害保険(損害保険部分)では

Ａ．一般的なお支払事例は以下の通りです。
・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…

○●ケガでの入通院、病気で入院等された場合は
学校生協にご連絡をお願いします●○

０１２０−３９−５３１８

MYG-A-15-LF-13

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〜
給付事由発生

1

学校生協へ
連絡

【フリーダイヤル】
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

11月28日（土）

●月額500 円で

平成27年8月1日より保障が開始します

学校生協フリーダイヤル

2015年

Ｑ．どのようなケガで補償がされるの？

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。

MY-A-15-他-003228

●先生方は買うつもりでチラシを見ているので、商品の選択肢が多
い方が良いと思う。
●男性向けの商品をもっと取り扱
ってほしい。
●回を増すごとに利用が増えてい
る。小腹が空いた時に食べられ
るような商品掲載を希望。
●学校訪問時の管理職への挨拶は
大変好評なのでぜひ継続してく
ださい。etc…

イ ベ ン ト 開 催 予 定

６月１3日（土）

＊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。

春の
地区運営委員会

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。
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