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住宅ローンの借り替え

有利な
ローンって
あるの
かしら？

リフォー
ム代金も

融資が受
けられ

るのかな
？

●事前予約は7月22日まで。
●お問い合わせは各所属生協へお電話ください。

※事前にご予約いただき、当日来場された
　方に限ります。

●グループ保険（生命保険部分）、は１年ごと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。 MY-A-15-他-008224
MYG-A-16-LF-189

学校生協フリーダイヤル

本更新ＰＲ

毎年8月下旬～10月上旬 に各学校へ

お伺い致します！（予定）

加入内容の見直しや説明希望の方はお気軽に

ご連絡下さい！

●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●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

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）)

＊重病初期サポート制度へのご加入はグループ保険への加入が条件です。

平成27年度配当結果のご報告
★昨年も多くの組合員の方のお役に立ちました。

本当にありがとうございました!!

⇒「配当金明細書」を7月上旬に学校へお届けいたします!

配当金は9月5日(月)に生協の登録口座へお振込いたします!

ご確認をお願い致します!!

出典：「がんの統計　13」（公益財団法人がん研究振興財団）

男性 女性
５８.０％　４３.１％ 約半数以上の方が

現在も勤務中です！！

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

約２人に１人ががん

にかかると言われて

おります。

【お問い合わせ先】

退職
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その他 休職中
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配当率
グループ保険

約46.3％

健康な今こそ！　重病初期サポートへのご加入をお勧めします！

一生でがんに罹患する確率一生でがんに罹患する確率 がん患者の就業状況がん患者の就業状況

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

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２２日

８月２５日（木）

（金）

①Harvest ハーベスト2016-8 月号
②Harvest　neo ハーベストネオ2016-8 月号
①Harvest ハーベスト2016-8 月号
②Harvest　neo ハーベストネオ2016-8 月号

チラシは職場内回覧でお願いしています。

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

原液ですので８～10倍に
薄めて冷やしていただくと
とってもおいしい！

５％
引き！

さらに

１９ ゆずの香味

★
★

１,５６６円（税込）

地区運営委員会で大好評�

暑い夏に

ピッタリな

スッキリ味



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

入会時費用 ご本人様以外にも

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

※配偶者の二親等以内

一般価格から割引 ご家族も対象

無料

※販売コース・価格・サービス内容は、予告なく変更になることがございますので、HPまたはツヴァイ店舗で
必ずご確認ください。 　　     　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （2016年6月現在）

ご希望の条件や32のテーマから、価値観の合う人
とのお引き合わせを実現します。

出会いのプロ「マリッジコンサルタント」が親身になって
あなたの成婚を支えます。

ツヴァイの拠点は全国56ヶ所。たとえ転勤になっても
引き続きご利用いただけるので安心です。

群馬県学校生活協同組合組合員の皆様への特典

ご回覧
チラシ

を

ご確認
くださ

い。

自動車保険も学校生協がお得！！

番号　　　　　　　　　　商　品　名　　　　　　　　　　  特別価格（税込） 

　１　　小学生・中学生向けモデル　　XD－SU35THWE　　￥20，000

　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－K47THWE　　　￥23，000

　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。

有賀園ゴルフと新規提携‼ 県内店舗（高崎・前橋・桐生）で、組合員証を
提示すると全商品が５％割引に！！

株式会社有賀園ゴルフ
ヒマラヤsports&Golf・Ｂ＆Ｄ

白水ゴルフ倶楽部 

伊香保ゴルフ倶楽部
北武蔵カントリークラブ
南栃木ゴルフ倶楽部

高崎・前橋・桐生店のみ　全商品５％割引
利用チケット使用で5％割引
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
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

027-327-4511
0120-39-5318

0279-53-5151

0279-59-3301
0495-72-5111
0289-84-0211

ゴルフ用品
スポーツ用品

ゴ ル フ 場

問い合わせ先　学校生協／0120-39-5318
学校生協あてご連絡いただければ、担当代理店からご連絡いたします。

２０１６年８月１日より、以下の３社でご契約いただいた自動車保険について
団体割引率12％が適用できることになりました。
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社

団体割引
率

12％

【募集期間　７月１日～９月１２日】
富国生命：
　中毛地区・東毛地区（太田市を除く）・西毛地区（高崎市）
日本生命：
　西毛地区（高崎市を除く）・北毛地区・東毛地区（太田市）
公的年金制度を補完する制度として是非、ご検討ください。
従来の月払いに加え、賞与払いもできるようになりました。

学校生協「共済年金制度」の
　　　　　　　　募集が始まります。

募集の
お知らせ

「教師のための電子辞書」
　　　カシオ電子辞書

スクールプロ図書ソフトVer.6　税込み82,000円
バージョンアップ（5→6）　　 税込み37,800円

 
 

 

 
 
 
 

お問合せ・お申込みは学校生協まで

TEL 0120－39－5318   担当：小暮

・第一部　【仕事と親の介護の両立に向けて】
・第二部　【年金を詳しく解説と退職手当額の計算】
　　　　　　　　　※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』、『年金と退職手当』
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6日（土）
　　　　9時30分～12時30分
■会場：学校生協会館2階会議室
■定員：40名

昼食は学校生協で
用意いたします

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



日時　２０１６年６月２４日（金）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１３５名（実出席
６８名、委任７名、書面議決６０名）のご出席のもと、群馬県生
活文化スポーツ部消費生活課坂口様はじめご来賓のご臨席をい
ただき開催いたしました。組合員還元として出資配当0.5％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　11,267,828

Ⅱ　剰余金処分額
　①法定準備金　　　　　1,300,000
　②出資配当金　　　　　　396,050
　
Ⅲ　次期繰越剰余金　　　9,571,778

第７０回通常総代会報告

第１号議案　2015年度事業報告、
　　　　　　決算関係書類承認
　　　　　　の件
第２号議案　2016年度事業計画
　　　　　　及び予算決定の件
第３号議案　総代選挙規約一部
　　　　　　改正の件
第４号議案　監事監査規則一部
　　　　　　改正の件
第５号議案　役員（理事29名）
　　　　　　選任の件
第６号議案　役員報酬決定の件
第７号議案　議案決議効力発生
　　　　　　の件

ひとり一品以上 拡大キャンペーン利用
２０16年度 第１回

人気ベスト は！！３３３

４７４コ

第3位第3位 『野菜チーズナッツ』

東日本大震災支援企画

2015 年第３回の義援金は宮城県気仙沼市立

大谷小学校と東松島市矢本西小学校へみやぎ

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。

社会貢献活動グループ支援制度　募集要綱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

　第１回ひとり一品以上利用拡大キャンペーンでは

5，398人の方にご利用いただき、ご利用金額は 858
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 172，000円は気仙沼市立松岩小学校

と松島町立松島第一小学校へお届けしました。

第1位第1位

コ４８７

『天地の恵み
　　ナッツ＆フルーツ』
『天地の恵み
　　ナッツ＆フルーツ』

７３６コ

第2位第2位 『素焼きミックスナッツ』

第２回は１０月に予定しています。 お楽しみに !!

 

 

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　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
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「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

かんぽ生命の学校生協団体扱いが始まりました!!

団体取扱い
19,800円

集金・窓口払
20,400円

口座振替
20,000円

かんぽ生命の学校生協団体扱いが始まりました!!かんぽ生命の学校生協団体扱いが始まりました!!かんぽ生命の学校生協団体扱いが始まりました!!
現在ご加入中のかんぽ生命保険の保険料が
一般扱いに比べて割安になります。

★取扱可能な契約と保険種類
　①組合員本人名義の契約である平成１９年１０月１日以降の
　　ご契約
　②【学資保険】【養老保険】【終身保険】【定期保険】
　　＊年金保険は対象外
★団体扱いを利用いただける方
　公立小中学校・県立学校等にお勤めの県費教職員で学校生協
　　組合員の皆さま
　○保険料は給与引去りとなります。
　＊所属異動・退職・休職等で要件を満たさなくなった場合は、
　　その時点で団体扱いができなくなります。
★お手続き方法について
　①団体扱い開始月の前月分の保険料を前々月までにお支払い
　　ください。
　　　（最寄りの郵便局でお手続きいただく必要があります。）
　　「学校生協団体加入手続きの件で」とお伝えください。
　②訪問でのお手続きをご希望の方は、訪問先・希望時間帯を
　　学校生協にご連絡ください。
　③団体払込加入確認書を学校生協にお送りください。 

何十年と続ける
保険だからお得
で助かるわ！

何十年と続ける
保険だからお得
で助かるわ！

タイル

バブル

コレ 使ってみましたコレ 使ってみました
ご紹介する商品はくらしと生協カタログより

〝珪藻土 足快バスマット〞です。
けい  そう   ど

ご紹介する商品はくらしと生協カタログより

〝珪藻土 足快バスマット〞です。
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どーしても家族が多いとお風呂上がりのバスマットは湿りがちに。
でも、これは違うんです。足裏を載せた瞬間に大げさな様ですが
マットに吸い込まれるんです。
だから瞬時にサラサラ、とても気持ちいいんです。
もし、バスマットを近々買おうと思っていらっしゃる方、布マッ
トのように干したり、洗濯をしたりの手間も省けるこの商品を、
ぜひ一度お試し下さい。

海や湖に浮遊する藻の一種が堆積し化石
化したもの。無数の微細な穴で素早く吸
収し、余分な水分は水蒸気として放出。
美術館や博物館の収蔵庫で、壁材として
も使われています。

●素材：珪藻土、硝石灰●サイズ：42.5×
57.5 ㎝●重量：1.8 ㎏●日本製
※平らな場所に直接置いて使用してくださ
い。商品と床の間に布などを置いたり、段差
のある場所で使用すると、不安定になり割
れる可能性があります。

珪 藻 土

3珪藻土　足快バスマット

タイプ　　　　　　　　　　申込番号
タイル　　　　　　　　　 419967
バブル　　　　　　　　　 419975

本体￥5,250（税込￥5,670）

学校生協
職員の
学校生協
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使
い
終
わ
っ
た
ら
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ご注文はTEL. FAX. メールで
８月27日まで承っております。
フリー
ダイヤル

フリー
ダイヤル
E-mail  info@gungaku.jp

TEL0120-39-5318
FAX0120-03-5318


	2016-07月号1ｐ
	2016-07月号2ｐ
	2016-07月号3ｐ
	2016-07月号4ｐ

