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教職員共済50周年 記念講演会

群馬県学校生協が総合代理店を務める教職員共済生協が今年度創立50周年を迎え、各県で記念行事を行っ
ております。当県ではバレーボール元日本代表の杉山明美様をお迎えして、群馬県教職員互助会様の後援
により教職員の皆様やご家族を対象に講演会を行います。ぜひお誘い合わせの上お申し込みください。

テーマ「子どもの能力（ちから）を伸ばすための食事」
講師／ソウルオリンピック バレーボール元日本代表

杉山 明美 （ヘルスコーディネーター）

1965年神奈川県生まれ。中学時代からバレーボールを始め、
神奈川県立五領ヶ代高校時代には頭角を現す。87年東海大学
を卒業後、NECに入社。88年には日本代表選手としてソウ
ルオリンピック、ワールドカップʼ89に出場。91年にはアジ
ア選手権に出場するなど、わが国を代表する女子バレーボール
選手として知られる。97年の第3回Vリーグ優勝を最後に現役
生活を引退。現在は株式会社クリスタル・SUGIYAMA
AKEMIを設立し、次世代栄養学による様々な世代・種目の選
手をサポートしている。その他、法政大学講師、NHKバレーボ
ール解説、執筆活動など多方面で活躍中。

日時：2016 年 1 月 9 日（土）13：30〜16：00終了予定
開場 13：00 〜、混雑が予想されますので余裕をもってお越しください。
お車の際はできるだけ乗りあわせの上、ご来場ください。

場所：群馬県公社総合ビル
前橋市大渡町 1-10-7

多目的ホール

お申込み・お問合せ先

TEL027-255-1166

群馬県学校生活協同組合
TEL：0120-39-5318 FAX：0120-03-5318
Eメール：info@gungaku.jp

○定員：３００名（先着順・後日、入場券をお送りします）
○費用：無料
○お申込み方法：TEL、FAX または E メールにて

◆共催

群馬県学校生活協同組合

教職員共済生活協同組合／◆後援

群馬県教職員互助会

学校生協グループ保険
退職後制度のご案内 ～手続きの流れ～

〜『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

配当金

制度運営費

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
（毎月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、生活安心
サポートには配当金はありません。
＊配当率は2012年・2013年・2014年度の3年間の決算配当率の平均を記載しております。

過去３年間の平均配当実績

グループ保険

約64.3％

※３月上旬までにご記入のうえ、
ご返送いただきます。

平成28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28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、返送いただきます。

医療保障保険

約41.3％

★グループ保険は、組合員同士で助け合って運営する相互扶助の制度です。
★群馬県の教職員（組合員）のための独自の福利厚生制度です。
⇒１年更新で運営する相互扶助の福利厚生制度なので原則、期中脱退はできません。

8月〜10月のＰＲでご加入・ご変更された方は平成28年2月1日より保障が
開始します！
平成28年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。
＊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。

MY-A-15-他-007457

「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。

平成28年
１月下旬

※４月・５月分の保険料はお振込いただきます。

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。

各制度ごとに
別途ご案内
平成28年
６月１日

平成28年6月1日より加入となります。
※詳細は配布されるパンフレットをご確認ください。

学校生協グループ保険
お問い合わせはこちらまで

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

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。
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合員様・ご家族の皆様を提携ディーラーへ紹介する制度
学校生協組
です。
の
前
談
商

新車購入紹介制度のご案内
キャッシュバック

普通車 １０,０００円

軽自動車・ダイハツ車 ５,０００円

ご紹介の流れ

①ディーラーに行く前に必ず学校生協へご連絡ください。
（学校生協は土・日・祝日・祭日はお休みですのでご注意ください。）
②新車購入紹介制度アンケート用紙をＦＡＸいたします。ご記入いただき
ご返信ください。
（学校生協ホームページからもダウンロードできます。）
③アンケートの回答を基に事前紹介の審査を行います。
（※審査には約１
週間かかります。）
④ご紹介が成立いたしましたら「キャッシュバック引換券」をご自宅へご郵
送いたします。
⑤ご紹介のディーラーで「キャッシュバック引換券」を提示し、商談を開始
してください。
(価格条件等は直接交渉できます。商談の中止も可能です。)
⑥商談成立後に「キャッシュバック引換券」
（学校生協提出用）
を学校生協
へＦＡＸにてお送りください。
⑦ ＦＡＸ受領後約２ヶ月で組合員様ご指定の口座へ
お振込みいたします。
普通車１０，
０００円 軽自動車・ダイハツ車５，
０００円

注意事項

※提携ディーラー以外は対象外です。（提携ディーラーはホーム
ページ等でご確認ください。）
※商談中、車両注文書・購入契約締結済みは対象外です。
※ご紹介ディーラー以外での購入は対象外です。
同じディーラーで
も営業店が違うと対象外となりますので、ご商談前にご連絡く
ださい。
※提携損害保険会社へのご加入を強制するものではありませんの
でご安心ください。

新築住宅・増改築・
リフォーム・
エクステリア など

新 規 指 定 店 紹 介

健康をデザインする調理器具

まで

おかげ

年
30 周 割引
２％
組合員 提示で）
員証

（組合

実演をしますので
料理は全て試食できます。

電話 0270-63-5811

本物を追及する木造注文住宅メーカー

株式会社一条工務店群馬
担当／営業企画課：川端

パナソニック・日立・東芝等の推奨品です。

カット 調味料カット 光熱費カット
カロリー
ヨシノグンマ

高崎市上大類町789-1

☎027-321-3833
責任者/掛川伸枝

ひとり

2015年度 第２回 東 日 本 大 震 災 支 援 企 画

一品以上利用拡大キャンペーン
第２回ひとり一品以上利用拡大キャンペーン
では過去最高の 6，
173 人 の方々にご利用いた
だき、ご利用金額は 1,004 万円となりました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

渋川市北群馬郡・富岡市甘楽郡・安中市
吾妻郡・館林市邑楽郡・高崎市・桐生市
伊勢崎市佐波郡・太田市・みどり市では
利用校率 100％を達成しました。

義援金20万円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しました。

人気ベスト３は !!
1

第 位

『大地の恵み
ナッツ＆フルーツ』

2

第 位

『クリスプサンダー
Ｗナッツカーニバル』

1118 コ

気仙沼市立馬籠小学校

3

第 位

岩沼市立岩沼中学校

『ブラック
サンダー』

５９９ コ

６１８ コ

第３回のひとり一品以上利用拡大キャンペーンは１月に予定しています。 お楽しみに !!

秋季地区運営委員会

継続組合員の集い

地区ごとに各学校の学校生協係の方にお集まりいただき、
退職された後も継続組合員としてご利用されている
情報交換、意見交流、試食検討会などを行いました。
方々にお集まりいただき、学校生協の事業内容の説明
全 13 地区で開催することができました。
や意見交換・試食検討会を行いました。

●ひとり一品は回覧版を利用したことで他の回覧物との差別
化ができ利用者が増えた。
●震災に直結した非常食の備え
が出来ると良い。防災グッズ
の取り扱いをして欲しい。
●家庭常備薬は価格が安いので
利用している。
●ヒマラヤスポーツの割引チケ
ットは職場内で好評。
●職場内でも配りやすい個包装
商品を色々取り扱って欲しい。
●高くても無添加、無農薬など

●一定金額購入しないと送料が
かかるのはなかなか厳しい。
●商品ひとつひとつの容量が多
いので少ない容量にして欲しい。
●共同購入と宅配企画を申込書
の表裏で判別することが分か
って良かった。
●ひとり一品以上キャンペ
ーンなどもホームページ
から申し込みができると
良い。
●教職員共済サポートプラ

にこだわった商品を取り扱って

ンは他社との比較プラン

欲しい。

が有ると分かりやすい。

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。来年もぜひご参加ください。

住まいづくりフェア2016
2016年2月20日㈯ 10：00

群馬建設会館にて 〜17：00

新築・リフォーム・エクステリア・
資金相談・etc…
住まいのことならなんでも
ご相談ください！

前回９月５日（土）の様子

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！

いの
住まメ知識
マ

空き家は解体するか
活用するか考えどころ？

◆特定空き家と固定資産税◆
平成27年度の「税制改正の大綱」では、「空家等対策
の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告
の対象になった特定空家等に係る土地について、住宅
用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特
別措置の対象から除外する」とあります。

適正な管理がされていない
空き家に対しては、
固定資産税・都市計画税の
大幅な増税が
適用されるようになったと
いうことです。

今までは空き家を解体すると土地の固定資産税等が
上がってしまうため、解体をせず放置していた所有
者も今後、空き家の適正管理を行うか、解体するか
選択を迫られることに！

抽選会は
豪華賞品が多数
あり、大盛り上がり
でした

焼そばは１０月
大行列

１１月
２８日（土）

建設会館にて

たく
した！
ま
さんのご
い
来場ありがとうござ
的も

会場内は
く
た さんの人で
とても
にぎやかでした

射
も
綿菓子
気
大人
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