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「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

住まいのこ
となら

何でもご相
談

ください!

各社より最新の分譲地情報
入手のチャンス！

高崎・前橋・伊勢崎・太田方面の
土地情報あります

不動産
（分譲地情報・土地売却・

遊休地活用等）

不動産
（分譲地情報・土地売却・

遊休地活用等）

夏の生活応援夏の生活応援

締め切り間近！

最終申込締切日

商品お届け日

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

８月２４日（月）

（金）

①Harvest ハーベスト2015-8 月号
②被災地応援フェア
①Harvest ハーベスト2015-8 月号
②被災地応援フェア

チラシは職場内回覧でお願いしています。

住まいづくりフェア2015
前橋市役所職員互助会・群馬県庁生協・群馬学校生協

新築・リフォーム・
エクステリア・資金相談 etc…
新築・リフォーム・
エクステリア・資金相談 etc…

10：00～17：00
９月５日（土）

来場お楽しみ来場お楽しみ

大抽選会大抽選会大抽選会
豪華
景品
が

当たる

３万円分３万円分
ＪTＢナイスギフトＪTＢナイスギフト

３万円分２本

1等1等1等

１万円分
ＪTＢナイスギフトＪTＢナイスギフト

１万円分10本

2等2等2等

３千円分
図書カード図書カード
３千円分20本

3等3等3等

ご来場の組合員様おひとり１回!!
各ブースでご相談されると
さらに抽選のチャンス!!

ご来場の組合員様おひとり１回!!
各ブースでご相談されると
さらに抽選のチャンス!!

会場：群馬建設会館

一生でがんに罹患する確率

出典：「がんの統計　13」（公益財団法人がん研究振興財団)

説明希望の方 はお気軽にご連絡ください。

学校生協フリーダイヤル

０120ー39ー5318０120ー39ー5318

配当率（平成26年度分）

約68. 2％約68. 2％
グループ保険

（生命保険部分）

男性
　58.0％

女性
　43.1％

ご存じですか？
ご存じですか？

８月下旬～10月上旬 に
各学校へお伺いします（予定）

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（状況により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）

●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。

●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。

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-14-他-007800
MYG-A-15-LF-221

年に一度の本更新ＰＲがはじまります！

「配当金明細書」を７月上旬に学校

へお届け致します。お振込みは９月

３日（木）を予定しています。

重病初期サポートへの加入をお勧めします！
健康な今こそ！三大疾病への備えができる

がん患者の約半数の方が
　  仕事に復帰しています！
がん患者の約半数の方が
　  仕事に復帰しています！

　およそ２人に１人はがんに・・・

しかしながら

一生でがんに罹患する確率

出典：「がんの統計　13」（公益財団法人がん研究振興財団)
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に・・・

がん患者の就業状況

出典：働く世代のがんに関する課題
平成23年12月12日厚生労働省健康局総務課
がん対策推進室

休職中
9％

解雇
4％

その他
9％

依願退職
30％
依願退職
30％現在も勤務

している
48％

現在も勤務
している
48％

学校生協グループ保険学校生協グループ保険学校生協グループ保険

はコチラ！はコチラ！はコチラ！商品商品商品今回の今回の今回の目玉目玉目玉
北海道 (道東 )産の

さんまを炭火で丁寧

に焼き上げました。

袋ごとお湯で温めるだけの簡単・便利

な一品です。熱々ごはんにのせてお召

し上がり下さい。お好みで別添のたれ

や山椒をかけていただくと、より一層

おいしくいただけます。

北海道物産展でも大人気の商品です。

（さんま 1.5 枚・別添たれ 17ｇ・別添山椒 0.1ｇ)×3 袋／袋

５％
引き！

さらに

７２ 炭焼さんま丼

★
★

タレ・山椒付

１,０８０円（税込）

チラシと申込書は

職場回覧でお届け

しています！

炭火で丁寧に

焼き上げました

申込書にご記入いただき学校生協へFAXにてお送りください。
事前予約は９月２日まで。お電話でもお受けいたします。
申込書にご記入いただき学校生協へFAXにてお送りください。
事前予約は９月２日まで。お電話でもお受けいたします。



お問い合わせ先
（高崎営業所） 受付時間　9：00～18：00（定休日：土日祝）

整水器
売上実績
No.1※

※矢野経済研究所「2014年版浄水器・整水器市場の実態と展望」調べ

「グッドデザイン」を追求した、
スマート＆コンパクト設計

管理医療機器製造販売認証番号：
226AGBZX00012000

・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
・胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

トリムイオン整水器の効能・効果
胃腸症状の改善

社団法人　病院会会員
株式会社　日本トリム高崎営業所

０１２０－３２８－１０６

日本トリムが考える
「ウォータヘルスケア、という新習慣。」

おいしくてカラダにいい水素水

愛され続けて30年、日本トリムが考える
私たちの身体の約60％は水が占めています。
飲む水も、料理で使う水も、洗顔に使う水も、私たちの生活のさまざまな場面でふれあうすべての水を
生命に適した、よりよい水でお届けしたい。
それが日本トリムの考える「ウォータヘルスケア、という新習慣。」

夏休みに学校を訪問させて頂
きます

どうぞ宜しくお願いします。
電解水素水整水器

検　索 クリック！ WEBショッピングをぜひご利用ください！

①　ホームページにあるこの
　　バナーをクリック。
②　まずは新規登録画面へ進
　　み会員登録をします。
③　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。

家電は便利な
ソフマップ

コンタクト
レンズ

通販ショップ

お得な
クーポン券

がダウンロード
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。

最新情報を更新しています。

ユナイテッドシネマ

映画情報も

毎月更新！

本紙学校生協NOWの
バックナンバーもご覧
いただけます

学校生協のホームページをご覧ください!!



今ならWebで

今すぐご体験ください！
実施中！

お相手候補検索
シミュレーション

イオングループの結婚相手紹介サービス

群馬県学校生活協同組合
組合員の皆様への特典

入会時費用 ご本人様以外にも

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

※配偶者の2親等以内※登録料を除く
30％OFF ご家族も対象

無料

日時　２０１５年６月２４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１３３名（実出席
８１名、委任５名、書面議決４７
名）のご出席のもと、群馬県教
育委員会総務課長荒井様はじめ
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
て利用分量割戻２％を実施する
剰余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。

Ⅰ　当期未処分剰余金　21,187,385
Ⅱ　剰余金処分額
　①法定準備金　　　　　4,000,000
　②利用分量割戻金　　　4,087,729
　③任意積立金　　　　　
　　別途積立金　　　　　4,000,000
Ⅲ　次期繰越剰余金　　　9,099,656

第６９回通常総代会報告

第１号議案　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

ご回覧
チラシ

を

ご確認
くださ

い。

学校用品株式会社

番号　　　　　　　　　　商　品　名　　　　　　　　　　  特別価格（税込） 

　１　　小学生向けモデル　ホワイト　XD－U28THWE　　　￥16，000

　２　　中学生・高校生向けモデル　　XD－K45THWE　　　￥23，000

　３　　高校生向けモデル　　　　　　XD－U47THWE　　　￥20，570

「教師のための電子辞書」
　　　カシオ電子辞書

「教師のための電子辞書」
　　　カシオ電子辞書

　この度、たくさんの先生方からのご要望にお応え
いたしまして、機種限定・期間限定ではありますが、
お求めやすい価格でのご案内をさせていただくこととなりました。
　是非、この機会に電子辞書をご利用いただき、これからの授業にお役立て
いただけましたら幸いです。

 

http://www.kyousyokuin.or.jp/

 
 

 

 

 
 
 
 

 

お問合せ・お申込みは学校生協まで

TEL 0120－39－5318
担当：久保田

・第一部
　【大介護時代に備えて～親介護と自分介護を考える～】
・第二部
　【今知っておきたいセカンドライフの基礎知識】
　　　　　　　　　　　　　　※セミナー終了後には個別相談も賜ります

セミナー内容

40歳代以上の組合員を対象に、今知っ
ておきたい『介護』、『セカンドライフ』
についてセミナーを行います。
ぜひ今後のライフプラン作りにお役立
て下さい。多くの方のご参加をお待ち
しております！

■日時：8月8日（土）
　　　　10時～12時30分
■会場：学校生協会館2階会議室
■定員：40名

【割烹ざくろ　前橋店】
の食事券付！

当日のランチから
ご利用できます

ライフプランセミナー開催のお知らせライフプランセミナー開催のお知らせ
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第2位第2位

ひとり一品以上 拡大キャンペーン利用
２０15年度 第１回

人気ベスト は！！３３３

６８６コ ５３２コ

第1位第1位

第3位第3位 『野菜チーズナッツ』

『黒糖ドーナツ棒』

『野菜チーズナッツ』

『黒糖ドーナツ棒』

第２回は１０月に予定しています。 お楽しみに !!

　第１回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンでは

5，274人の方にご利用いただき、ご利用金額は 815
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 163，000円は宮城県大崎市立古川第

一小学校と気仙沼市立松岩中学校へお届けしました。

『スティック
　　焼いわし』
『スティック
　　焼いわし』

コ５６４

東日本大震災支援企画

古川第一小学校 松岩中学校古川第一小学校 松岩中学校

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みやぎ生協学校部を通

じてお届けしました。 ご協力ありがとうございました。

〈蛇田小学校〉
　保健用カーテンスクリーン、
　書架、マグネットセット

〈釜小学校〉
　保健用DVD、コンプレッサー、
　CDラジオ

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

春季地区運営委員会
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。
10地区で開催することができました。

夏のジュエリーと
　　明治神宮菖蒲園
　　銀座久兵衛の鮨ランチ

TASAKI 日帰りショッピングバスツアー

6月13日（土）
行って来まし

た !!

次回はぜひご参加ください !!次回はぜひご参加ください !!

『銀座久兵衛ホテルニュー
オータニタワー店での鮨ラ
ンチ』カウンターに座り、
目の前で握られたお寿司を
ひとつずつ堪能しました。

『明治神宮御苑の花菖蒲』
ちょうど見頃を迎えており、
様々な品種の菖蒲が綺麗に
咲き誇っていました。

　『ＴＡＳＡＫＩ紀尾井町店での
セミナー＆ショッピング』新商
品の紹介やロングパールのおし
ゃれな使い方などを教えていた
だきました。店内の素敵なジュ
エリーにみなさん目を輝かせて
いました。

６月13日（土）梅雨入りしたにも関わらず良いお天気となりました。

Ｑ：提携店「青山」「コナカ」
　「眼鏡市場」は県外の店舗でも
　利用できますか？
Ａ：「青山」は県内でタイアップ
　カードを発行すればその後は
　全国の店舗でご利用いただけ
　ます。ホームページのクーポ
　ンも併用できるので、お得に
　ご利用ください。
　「コナカ」は県内店舗でご利用いただけます。県外の店舗利用に
　ついて交渉を進めます。
　「眼鏡市場」は県内の各店舗のみの利用となりますので、ご了承
　ください。

◆以前参加した地区運営委員
　会で係が最初に注文を記入
　して→教頭先生→教諭と回
　覧を回すと良いと聞き、実
　施してみたところ注文が増
　えた。
◆『学校生協係ガイド』は分か
　りやすくて良かった。
◆ヒマラヤの割引券が好評。
　他にもスポーツ用品店の提
　携を増やして欲しい。

　みなさん１日笑顔で
過ごされ、日頃の疲れ
を癒すことができたの
ではないでしょうか。

秋にも開催いたします。
ぜひご参加ください。
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