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新年あけまして
おめでとうございます
塩谷

正明

新年明けまして おめでとうございます。
昨年は、パリの同時多発テロ事件をはじめとする「イスラム
国」関連事件や国内では東関東豪雨による被災、政治では安保
関連法案の強行採決など歴史的なことがあった一方、ラグビー
ワールドカップにおける日本代表の大活躍や体操男子団体の３
７年ぶりの金メダルなどで涌いた年でもありました。群馬県で
は、世界遺産の「富岡製糸場と絹産業遺産群」や「ぐんまちゃ
ん」が広く認知され、さらに初代群馬県令の楫取元彦が大河ド
ラマ「花燃ゆ」で取り上げられ、観光等でようやく注目をあび
るようになってきたように感じます。
さて、私自身も昨年６月に理事長就任以来、全国・関東ブ
ロックの学校生協の会議・研修会への参加や各市町村の小中学
校校長会や教頭会で御挨拶させて頂きました。その中で、学校
生協の意義と組合員さんのありがたさをあらためて感じまし
た。
事業の方では、秋の第２回「ひとり一品以上利用拡大キャ
ンペーン」で、これまで夢目標だった供給額１,０００万円超
えを初めて達成し、６,１３７名の方にご利用いただくとい
う、過去最高の成績を上げることができました。また、１１月
２８日に開催した「県庁生協・学校生協合同生協まつり」で
は、素晴らしい天気に恵まれたこともあり、１昨年から１日開
催になったにもかかわらず７００名を超える方にご来場頂くこ
とができました。これも、ご出店くださった指定店・納入店さ
んや保険部会の皆さん、理事・総代さんをはじめ、各地区の生
協係さんなどの多くの方々のお陰と深く感謝いたします。
今年も、組合員さんのニーズに耳を傾け、生活にお役にた
てる商品・サービスに心掛けていきたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
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新年明けましておめでとうございます。皆様におかれまして
は新たな気持ちで新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
平素は学校生協指定業者会をお引き立て頂き心より御礼申し
上げます。
２０１６年に入りいよいよ１月よりマイナンバー制度が始ま
ります。正式名称は「社会保障・税番号制度」。複数の機関に
存在する個人の情報を、同一人物の情報として確認するための
社会基盤（インフラ）です。
マイナンバー制度は社会保障、税、災害の分野から始める
「インフラ」であり、徐々にその利用分野を広げることで私達
の生活に安心と安全を与えてくれる、大切なインフラに成長し
ていくとのことです。
更に、年間３兆円以上の経済効果があるとのことですが、マ
イナンバーを悪用しようという犯罪者予備軍もおります。
大切な個人情報として扱いには気を付けたいものです。特に
企業においては取扱い上、法令違反にならぬようにしないと、
厳しい罰則がくだります。
また個人においては、むやみにマイナンバーを教えないよう
に気を付けることが大切です。
このようにビジネス環境が大きく変わる中、私達業者会企
業は学校生協のご指導の下、更に注意を喚起し仕事を進める必
要があります。
この制度は個人情報の「安全と安心」を与えてくれるとのこ
とですが、私達学校生協業務に携わる者としては、先生方の情
報の安全な取り扱いと共に、生徒さん達を犯罪から守るお手伝
いとしての安全についても改めて貢献したいと思います。
高度情報化、少子高齢化、グローバル化が進む現代社会での
大切なキーワードは「人・情報・インフラなどの安全を守ると
いうこと。」のような気がします。
本年もまたご愛顧頂けますようお願い申し上げまして、年頭
のご挨拶とさせて頂きます。

東日本大震災支援企画
2015年度 第３回
チラシと試食品は
１月１４日（木）〜
お届け予定です。
お楽しみに♪
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今回の義援金
の送り先です
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…申込締切日…

…商品お届け日…
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ご当選おめでとうございます

抽選券付 謝恩セール
当選番号 発表
12月21日（月）午前10時より

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

学校生協会館会議室にて抽選会
を開催しました。当選番号が下
記の通り決定しましたのでお手
元の「抽選券控え」と照らし合
わせてご確認ください。当選さ
れた方には後日ご利用いただき
ました各商社担当者よりご連絡
いたします。
尚、景品のお届けは２月上旬
〜中旬を予定しておりますので
しばらくお待ちください。
※抽選にもれた方にも500円分
のＱＵＯカードをお届けします！

Ａ賞

５本

Ｂ賞

10本

Ｃ賞

15本

0037

００12
1692

0030
3049
4230

0411

1093
3707

0210
3274
4270

10,000 円相当
1716
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4923

5,000 円相当
1155
4300

1536
4319

1635
4406

3,000 円相当
0218
3549
4695

2005
3819
4863

2673
4071
5039

■ 2016年版 雑誌年間予約 ■
ご指定先へ発行日ごとに

送料無料
でお届けします。
現在のご購読誌は自動継
続にはなりません。引き
続きご購読の場合はお申
し込みをお願いします。

2016年３月に発売になる号から2017年２月に発売に
なる号までを毎月発売日から1週間以内にお届けします。

＝＝＝最終締切日は４月20日
（水）
です。＝＝＝

住まいづくりフェア2016

資金相談

開催時間
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群馬建設会館
前橋市元総社町2-5-3
TEL.027-252-1666

リフォーム

エコ・ゼロエネルギー・
快適住宅等の最新情報

豪華賞品

浴室・洗面・トイレ・
室内改装・外壁塗装・太陽光等
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住まいのことなら
何でも
ご相談ください！

が
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3 万円分
J T B ナイスギ フト

1万円分

ご来場の組合員様
おひとり１回！！

図 書カード

各ブースでご相談されると

３千円分

不動産

エクステリア
門・塀・フェンス・カーポート・庭等

お庭を う
にしよ
きれい ら？
かし

さらに抽選のチャンス！！

各社より最新の
分譲地情報
入手のチャンス！

分譲地情報・土地売却・
遊休地活用等

高崎・
前橋・
伊勢
太田方 崎・
面の
情報あ 土地
ります

来場 予約
特典

+
[ 超特選しょう油・超特選丸大豆しょう油 ]

魚沼産 コシヒカリ

※事前にご予約いただき、当日来場された方に
限ります。
● 事前予約は２月12日
（金）
まで。
●お問い合わせは各所属生協へお電話ください。

組合員証の提示でお得に利用 !!

５％ 割引セール！

用感 謝
冬の利

カラオケの
「シダックス」 SHIDAX
レストランカラオケ

ご協力ありがとうございました。

おかげさまで供給高754万円、490校、
3,351名の方々にご利用いただきました。
ロイズ

１位 バラエティパック（クリスマス）

組合員特典

３パーティーコース・パック割引
１入会金、年会費が無料
２お得なサービス（AコースまたはBコース） ４バースデーサービス
Ａコース ドリンク人数分サービス
（※３日前までにご予約ください）
Ｂコース ルーム料金30％ OFF
WASHINGTON HOTEL PLAZA

エスニック料理

高崎ワシントンホテルプラザ

葉菜葉高崎店

商品3
人気スト
ベ

５５２ ケ

２位 素焼きミックスナッツ

２８４ ケ

３位 黒糖ドーナツ棒

■所在地 高崎市和田町4-10
■ＴＥＬ 027（321）7878
■営業時間
ランチ
7
%
【昼】11:30〜15:00
OFF
※土曜日を除く
ディナー
【夜】17:30〜23:00
%
金・土・祝前日は 12
OFF
17:30〜24:00
焼肉・しゃぶしゃぶ

焼肉乃上州

【敷島店】
■ＴＥＬ 027（234）3329

２７４ ケ

次年度も引き続きよろしくお願いします !!

10
%
OFF

【駒形店】
■ＴＥＬ 027（266）8929
※ランチメニュー、特別割引セール
商品は対象外です。

■所在地 高崎市八島町70
■ＴＥＬ 027（324）5111
ステーキ＆バー

ガスライト

10
%
OFF
※宴会場のご利用は

しゃぶしゃぶ・鍋・割烹 ７％OFFになります。
特別プランは割引
ぎんざ
対象外です。

銀

Hotel Metropolitan Takasaki

ホテルメトロポリタン高崎
■所在地 高崎市八島町222
■ＴＥＬ 027（325）3311
宿泊…基本室料から10％OFF
宴会…料理、飲料の基本料金
から７％OFF
※割引は10名以上のご利用に限ります。
ご予約の際、組合員であることをお伝え下さい。

今年度末ご退職される組合員の皆さまへ
長年にわたり学校生協へのご理解とご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。
ご退職後の生協利用についてご案内いたします。
めでたくご定年を迎えられる組合員様には、今月中（一月）
に
手続き書類を各所属あてにお送りいたします。ご確認いただ
き「継続」または「脱退」のどちらかの届出用紙を必ずお送
りください。（再任用の方は、現職と同様に引き続きご利用
できますので「継続」用紙をお送りください。）
また、勧奨退職ご予定の組合員様は、学校回覧でお送りして
おります「２０１５年度末退職による手続きのご案内」の用
紙にてお知らせください。順次ご自宅に手続き書類を送らせ
ていただきます。

ご退職後も継続して学校生協をご利用いただけます。
☆引き続き組合員
割引の特典が
受けられます☆

教職員共済退職者説明会
２月６日（土）10：30～15：00
場所：群馬県学校生協会館

3月5日・4月2日・5月14日（いずれも土曜日）にも開催します。
《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の手続きのご案内
グループ保険退職者制度の説明も簡単に行います
⑤ 個別相談会
＜参加者の声＞

《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。
※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は、引き続
き学校生協をご利用いただけますが、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。
２月に『2015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』を学校回覧でお送り致します。

〈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

・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。

保険共済課

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

退職後制度のご案内について
現職中、グループ保険にご加入いただいている方は、退職後制度にご加入いただけます
保障は終身の死亡・高度障害保障から、７０歳・８０歳の満期が選べる医療保障、ケガの通院・入院補償まで取り揃えています

『退職後制度』ポイントは４つ！（※年払退職後プラン、退職後医療保障保険、退職後医療サポート、退職後重病初期サポート）

①退職日直前まで

現職制度に加入してい
れば、無告知・無診査
で加入ができます※１

②保険料の払い方は、

制度により新年払と
全期前納、一時払の
方法があります。※２

※１ただし、年払退職後プランについては、退職日直前まで連続した２年間の加入が
必要です。退職後ご加入いただけるコースは、現職中に加入されている保険金額以下
となります。但し、一時払退職後プランはその限りではありません。

③ 現職中制度へご加入
後に発症されたご病気に
ついても、ご請求の対象
となります。※3

※２一時払退職後プラン、普通傷害保険は一時払、年払退職後
プラン、退職後医療保障保険、退職後医療サポート、退職後重
病初期サポートは新年払、全期前納でのお支払いが可能です。

④ 退職後制度ご加入時の
保険料は、満期まで
変わりません※4

※３支払事由により対象とならない場合があります。
退職後制度の詳細については、後日配布するパンフ
レットをご参照ください。

※４ただし、普通傷害保険はご加入後に
職業・職務が変更になった場合は、追加
保険料のお払い込みが必要となることが
あります。

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（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）

引受会社：明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
＊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。
＊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 ＊詳細はパンフレットをご参照ください。
＊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料の算出方法、給付割合等が異なります。
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。
MY‐A‐15‐他-007697

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

MYG-A-15-LF-757

■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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