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次回「学校生協NOW!」発行予定は2015年10月15日となります。

北海道産のじゃがいもと発酵バターを
使用したすいーとぽてと 蜜づけの林檎を乗せてふんわりサクッと

焼き上げました。

北海道産のじゃがいもと発酵バターを
使用したすいーとぽてと 蜜づけの林檎を乗せてふんわりサクッと

焼き上げました。
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栗の風味を損なうことなく、ひとつひとつ丹念に

作りました。
熟練した職人が昔ながらの製法で丹精こめて

造りました。
メープル特有の深みある味と香り広がるワッフル

栗の風味を損なうことなく、ひとつひとつ丹念に
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熟練した職人が昔ながらの製法で丹精こめて

造りました。

チョコクリームをウエハースで包みチョコレートで

コーティングしました。

口どけの良い生チョコタイプのココア掛けひとくちチョコ

メープル特有の深みある味と香り広がるワッフル

木曽路の味覚

  カナダ産
メープルシロップ&メープルシュガー使用

メープルシロップ&メープルシュガー使用

  カナダ産

ブラックココアクッキーとハードビスケットを
チョコレートコーティング
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ピーナッツとアーモンドプラリネ、パフにコーン
フレークを加え、ミルクチョコレートでコーティング。

製造日より3０日
製造日より3０日
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「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

拡大一品一品
2011年度2015年度 第２回第２回

利用以上ひとりひとり
東 日 本 大 震 災 支 援 企 画

※チラシ・試食品は、10月１日（木）～お届けします！

申込締切日

10月23日（金）
商品お届け日

11月９日（月）

95０円

今回の義援金は
気仙沼市立馬籠小学校と
岩沼市立岩沼中学校へ
お届けいたします。

マゴメ

気仙沼市立馬籠小学校 岩沼市立岩沼中学校

2015 年第 1回キャンペーンの義援金 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

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。

〈古川第一小学校〉実物投影機
〈松岩中学校〉
トランシーバー

45かもめの玉子

気仙沼市立馬籠小学校 岩沼市立岩沼中学校

地区運営運営委員会
のご案内

秋秋
学校生協係の先生方にお集まりいただき、
情報交換や意見交流「ひとり一品以上利用
拡大キャンペーン」の試食検討会などを
行います。試食検討会では、たくさんの
ご意見を伺い、商品
選定の参考にさせて
いただいております！

開催日程が決まり次第
案内を発送いたします
のでぜひご参加下さい！

10 月 11月

キャンペーン

72０円 64０円

97０円

49うまくて生姜ねぇ!
47みちのく発
　牛たんジャーキー

福島

20大地の恵み
　ナッツ＆フルーツ
20大地の恵み
　ナッツ＆フルーツ

今回の試食品は今回の試食品は

買って食べて応援しよ
う !!

買って食べて応援しよ
う !!

宮城
岩手

報告
します!



　８月８日（土）に

開催したセミナーは、

夏休み期間中の土曜

日ということもあり、

多くの組合員にご参

加頂きました。

　今年は、『大介護時

代に備えて～親介護

と自分介護を考える～』『今知っておきたい

セカンドライフの基礎知識』をテーマに講演

しました。参加者からは「一生涯にかかる介

護費用の総額が分かり、健康なうちに介護費

用を用意したい」「年金の話は知っているつ

もりでいたが、初めて聴く話がありとても参 

　　　　　　　　　　　考になった」という

　　　　　　　　　　　声を頂きました。頂

　　　　　　　　　　　いたアンケートを参

　　　　　　　　　　　考に、次年度もより

　　　　　　　　　　　充実した内容のセミ

　　　　　　　　　　　ナーを開催したいと

　　　　　　　　　　　思います。

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

群馬

伊香保ゴルフ倶楽部 電話：

フラットな２７ホールの
　本格的チャンピオンコース。

伊香保温泉まで、約１０分と
　温泉宿泊パックも大人気です！

【アクセス】
関越自動車道/
　　　渋川・伊香保ICより約14km

0279-59-3301

北武蔵カントリークラブ 電話：

【アクセス】
関越自動車道/
　　　本庄・児玉ICより約８km

0495-72-5113

栃木

南栃木ゴルフ倶楽部 電話：

【アクセス】
東北自動車道/
　　　　　栃木ICより約17km

0289-84-0211

関東平野を一望できる緑豊かな
丘陵地に広がる雄大な１８ホール。
５箇所の選べるティで、アスリートから
レディースまで、誰もが楽しめます！

美しい山々に囲まれた、自然豊かな
１８ホールの丘陵コース。

進化した本物のグリーン
「ピュアサンドグリーン」を体感ください。

リソルの近隣グループゴルフ場が、いつでも優待料金で利用できます！

社会貢献活動グループ支援制度　募集要綱
群馬県学校生活協同組合

※各ゴルフ場のシーズン料金は、ホームページ等でご確認願います。

下記のグループゴルフ場（３コース）が、シーズン料金より
平日５００円・土日祝１０００円引き（割引）でご利用可能。

新規提携施設のご案内

埼玉

１．趣旨
　　群馬県内で社会貢献活動に取り組む比較的規模の小さいグループを対象
　に、その活動を支援するための資金助成を行います
２．対象となるグループ（応募資格）
　⑴　群馬県内で社会貢献活動に取り組む比較的規模の小さいグループ
　⑵　会員数が、群馬県学校生協組合員１名以上を含む５名以上のグループ
３．対象となる事業
　⑴　群馬県内で取り組まれる青少年健全育成に関する事業
　⑵　群馬県内で取り組まれる健康啓発教育に関する事業
４．助成額
　　助成額は１団体あたり年間３万円を上限に、団体からの申請額に基づい
　て決定する
５．応募方法
　⑴　応募用紙　所定の用紙（活動助成金申請書）を用いる
　⑵　添付書類　団体規約、活動紹介、決算・予算、事業計画等を添付する
　⑶　受付期間　８月１日～９月３０日
　⑷　応募先　　群馬県学校生活協同組合（前橋市大友町１－１３－１２）
６．審査方法
　　提出された書類をもとに学校生協理事会で審査し、支援の可否を決定する
７．審査基準
　⑴　応募資格を満たしている
　⑵　対象となる事業に適合する活動計画がある
　⑶　継続的に事業に取り組んでいる
　⑷　反社会的勢力の影響を受けていない
８．助成金交付方法
　⑴　理事会承認後、申請団体の代表者に現金で直接交付する
　⑵　助成金の交付は、原則として、理事会で行う
９．その他
　⑴　助成金受領団体は、年度末までに活動報告書と領収書（コピー可）を
　　添付した使途報告書を学校生協に提出する
　⑵　助成を決定した団体名及び助成団体の活動報告を学校生協の機関紙と
　　ホームページで紹介する
　⑶　助成決定後に、申請内容・活動状況に疑義が生じた場合、代表者に内
　　容を確認し、審査基準を満たしていないと認められたときは、決定を取
　　り消すとともに助成金の返還を求めることがある

活動助成金申請書はホームページよりダウンロードできます。
受付期間は９月30日までとなりますので、手続きはお早めに。

栃木

◆◇◆「ライフプランセミナー」
　　　　　　  開催しました◆◇◆



５％夏の生活応援 割引セール！

合同生協まつり合同生協まつり合同生協まつり合同生協まつり

午前10：00～午後4：00

■場所■
群馬建設会館11月28日　土

おかげさまで460校、2,781人にご利用いただき、
ご利用金額は563万円となりました。

次回は 11 月の予定です。お楽しみに !!

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

人気商品

ベスト5

３位 ４位 ５位

学校生協
県庁生協
２０１5
学校生協
県庁生協
２０１5素焼き

ミックスナッツ
素焼き
ミックスナッツ

やわらか三陸
茎めかぶ
やわらか三陸
茎めかぶ

２位 黒糖ドーナツ棒黒糖ドーナツ棒１位

ご来場をお待ちしています !!

みちのく発
牛たんジャーキー
みちのく発
牛たんジャーキー

カレー
カシュー
カレー
カシュー

毎年大人気の
 焼そば
射的 !!

来場抽選会で

ステキな景品を

当てよう !!

来場抽選会で

ステキな景品を

当てよう !!

学校生協回覧板を
作成しました !!

　ひとり一品以上利用
拡大キャンペーン他
学校生協よりのご案内
やチラシなどを職場内
でご回覧の際にご利用
いただきます !!

お得な情報も回覧します！お得な情報も回覧します！

学校生協回覧板を
作成しました !!
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WEBショッピングをぜひご利用ください！

予約時に学校生協組合員であることをお伝えいただき、
会計時にレジにて組合員証をご提示ください。

家電は便利な
ソフマップ

お得な
クーポン券

がダウンロード
できます。

ホームページをご覧ください!! 提携店 2015年8月末現在

ユナイテッドシネマ

映画情報も

毎月更新！

提携商社名 業　　種 組合員特典 電話番号
Rooming+ 家具 ５％割引、一部対象外あり 027-268-5730
エーアイディー 家具 10～ 20％割引、一部対象外あり 0495-33-3361
㈱ジュエリー恵 宝飾品 組合員割引あり 027-363-4535
㈱マイム 貸衣装 20％割引、パック利用は一部 10％割引 027-233-2390
㈱深野衣裳店 貸衣装 衣裳の利用代金 20％・写真撮影５％割引 0120-39-2686
穴吹工務店 マンション 分譲価格の1.5％割引 027-223-0650
日本通運㈱ 引っ越し 10％割引（一部対象外あり） 027-266-4055
アート引越センター 引っ越し 20％割引・段ボール最大 50枚サービス 0120-0123-05
㈱ツヴァイ 結婚相談所 組合員価格 0120-277-281
高崎葉菜葉（㈱ケイズダイニング） 飲食店 ランチ７％割引・ディナー12％割引 027-321-7878
焼肉乃上州 飲食店 基本 10%割引・ランチ・セールは対象外 027-235-2989
群馬温泉やすらぎの湯 日帰り温泉 入館料 50円引き、個室使用料 10％割引 027-372-4126
伊香保和心の宿オーモリ ホテル 宿泊５％割引 0279-72-2611
伊香保旅館ふくぜん ホテル 宿泊 10％割引 0279-72-2123
水上ホテル聚楽 ホテル 学生協経由予約で宿泊５％割引 0278-72-2521
高崎ワシントンホテルプラザ ホテル 宿泊レストラン10％割引・宴会７％割引 027-324-5111
ホテルメトロポリタン高崎 ホテル 宿泊 10％割引・10名以上の宴会７％割引 027-325-3311
湯沢ニューオータニホテル ホテル 学生協経由予約で宿泊 10％割引 025-784-2191
新潟ホテルイタリア軒 ホテル 宿泊 20％割引・夕食 10％割引 025-224-5111
ホテルグリーンガーデン ホテル 組合員価格 027-252-0666

メモリード
婚礼

会場費５万円・飲み物 30％・アルバム・ビデオ・
前撮り10％・記念品 5％・花嫁ランクアップ衣
装１点３万円割引。（パックは対象外） 027-255-1777

葬儀 生花 10％、花輪・供物・施主花 20％割引。
（葬儀パックは対象外）

経営戦略会議
冠婚葬祭

割引券発行（50万以上 100万未満）５万円、
（100 万以上 200 万未満）10 万円、（200
万以上）15万円

027-220-5566

ホテルサンダーソン 宿泊 20％割引、５名以上の宴会 5％割引 027-251-5151

お仏壇のはせがわ 仏壇・神仏具・墓石
仏壇・神仏具は定価の10％割引、墓石定価
の10％割引（但し、特価品、特注品、墓石
の永代使用料、供養料、年間管理料、一部
霊園・石種は除外）

0120-11-7676

人形処かんとう
破魔弓・羽子板・ひな
人形・五月人形・鯉の
ぼり・神社織簱ほか

10万円未満は５％、10万円以上 15万円未
満は８％、15万円以上は10％割引いずれも店
頭価格から

シダックス カラオケレストラン
入会金・年会費無料。ドリンク人数分サービス
又はルーム料金 30％ＯＦＦ、パーティコース５％
割引、アニバーサリーサービス（要予約）

0120-77-2010

紳士服コナカ 紳士服・婦人服 県内全店 10％割引 027-260-6191
洋服の青山 紳士服・婦人服 県内全店 10％割引 03-5846-5653
㈱板垣 メガネ 県内全店　１万以上のメガネ・補聴器５％割引 0270-24-1746
眼鏡市場 メガネ 県内全店５％割引 027-255-1980
ＪＴＢ関東　　法人営業群馬支店

旅行 ルックＪＴＢ（お買い得旅は除外）３％割引
エースＪＴＢ（ＪＲ・航空機付プラン）３％割引

027-224-4113
　　　　　　　トラベルサロン前橋 027-221-8186
　　　　　　　トラベルサロン高崎 027-322-5613
セコム上信越㈱ ホームセキュリティ 組合員特典あり 027-252-1611

㈱ヨコタ 車検・中古車販売 車検 4000 円割引・板金工賃 20％割引・レン
タカー5％割引 0120-130-540

ユウセイ自動車 車の販売・修理・保険他 組合員価格 027-268-3920
オートアールズ各店舗 自動車関連用品 タイヤ最大 30％タイヤ交換 10％割引他 027-210-0550
ヒマラヤ sports&Golf・Ｂ＆Ｄ スポーツ用品 利用チケット使用で5％割引 0120-53-5318

白水ゴルフ倶楽部

ゴルフ場

組合員証提示で春・夏・秋シーズン価格から平
日・土日祝日それぞれ５００円割引+食事サービ
ス。他の割引との併用不可

0279-53-5151

伊香保ゴルフ倶楽部 組合員証提示でシーズンタリフ料金から平日
５００円、土日祝日１０００円割引。他の割引、ネッ
ト割引との併用は不可

0279-59-3301
北武蔵カントリークラブ 0495-72-5111
南栃木ゴルフ倶楽部 0289-84-0211

申し込み手続き期間中です！

1年に１度のお手続き期間です。

９月３日（木）に平成27年

●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。）
●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、保険料等詳細はパンフレットをご参照ください。●退職後制度へのご加入
は現職中の加入内容に基づきます。●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。

　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－他ー００５962
ＭＹＧ－Ａ－１5－ＬＦ－387

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）

学校生協登録口座にお返ししています。
ご確認ください。

昨年度（平成26年2月1日～平成27年1月31日）の配当金は

みなさまから集めた保険料

組合員にご不幸
(死亡・高度障害)
が生じた場合

保険金
給付金 (残りの保険料)

グループ保険（生命保険部分）のしくみについて
 組合員同士の保険料で成り立っている助け合いの制度です。
１年毎に生じた剰余金は、配当金としてお支払いしています。

内容の変更・新規加入手続き期間は
平成２７年８月２６日(水)～

１０月９日(金)です

※期間中は各所属に説明募集に伺いますので、この機会にご検討ください。

訪問希望・ご不明点などは下記までお電話ください。
フリーダイヤル  

　　０１２０－３９－５３１８
フリーダイヤル  

　　０１２０－３９－５３１８
フリーダイヤル  

　　０１２０－３９－５３１８

重病初期サポート改定
●従来の三大疾病の保障に加え、各特約を付加した
　場合は三大疾病に４疾病を加えた７大疾病および
　上皮内新生物についても給付をいたします。

グループ保険（生命保険部分）のボーナス併用払コースのボーナス払保険料（６月・１２月分）に
ついては、ボーナスより控除します。（初回はＨ２８年６月ボーナスより）お知らせ

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

便利にお得にお買い物ができます！

報告
します!
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