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住まいづくりフェア
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大抽選会

10：00〜16：00
入場▶15：30まで

ＪTＢナイスギフト

5千円分

2等

群馬県庁地下１階
（食堂ピープル21）

前橋市大手町1-1-1
TEL.027-221-4028
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北軽井沢
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図書カード

3千円分

3等

お菓子
うまい棒

5等

1等
ＪTＢ
ナイスギフト

1万円分

来場予約
特典プレゼント

川場雪ほたか
＋

高崎ハム

谷川岳

・鉄骨の家と木造の家、
どちらがいいかしら？
・建売ってお得かしら？

エクステリア

浴室・洗面・トイレ・室内改装・
外壁塗装・太陽光等

門・塀・フェンス・
カーポート・庭等

・家をきれいに塗り替えたい
・そろそろ水周りを新しく
したいなあ

360ｇ
資金相談
住宅ローンの借り替え

エコ・ゼロエネルギー・
快適住宅等の最新情報

リフォーム

川場雪ほたか

※事前にご予約いただき、当日来場された方に限ります。

新築住宅

ら
とな
こ
いの も ！
住ま 何でださい
談く
ご相

2㎏

・お庭をきれいにしようかしら？

東洋羽毛 ・相模原工場見学と

・
リフォーム代金も融資が受けられるのかな？
・有利なローンってあるのかしら？

不動産

分譲地情報・土地売却・
遊休地活用等
・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

豆ちしき

ふとんの干

し方
必ずカバー
を掛けたま
ま月に 2 〜
回、表裏合
3
わせて1 〜
2 時間、日
をしてくだ
干し
さい。
（シルク側
生地のふと
んは陰干し
ふとんたた
）
き は、羽
毛を痛める
で
や
め
ましょう。
の
1954 年の設立以来、国内で精毛から検査までを行い、
日に干すと
も
品質をもっとも重視して生産している東洋羽毛の相模原工場で、 手伝って大変衛生的です。 殺菌効果

鎌倉散策日帰りバスツアー
『羽毛ふとん』の製造工程を見学できます！

ご参加者特典

◎実施日 ： 平成２９年２月１４日（火）
睡眠講座
◎行 先 ： 東洋羽毛・相模原工場〜鎌倉散策 ①
バスの中で、『睡眠講座』を開催いたします。睡眠健康
指導士の資格を有した社員が同乗し、
眠りの質を高める
◎参加費 ： １,980 円 （昼食付）
ヒントなどをわかりやすくお話します。
◎出発地 ：学校生協
② ピヨ丸弁当！
前橋市大友町 1-13-12
ご集合７：40

TEL.027-253-5318

工場見学の目玉、ご参加の皆様に大好評 !

◀写真はイメージです
（季節により内容は変わります）

ご出発７：50

③ お土産付

◎募集人員 ： ４０名 ※お申込み順です。
◎最少催行人員 ： １５名

④観

※最少催行人員に満たない場合は、中止させて
いただく場合がございます。

◎参加資格 ： 組合員とそのご家族・ご友人
◎お申込締切 ： 平成２９年１月２７日（金）
詳細・お申込はＨＰまたはチラシをご覧ください。

光

きっと大満足、
お楽しみに !!

工場見学後は鎌倉へ！！
鶴岡八幡宮や小町通りなど、集合時間までご自由に
散策をお楽しみ下さい。
▼小町通り

行

程

7：50 学校生協 出発
前橋 IC 〜関越道〜圏央道〜
相模原相川 IC 〜東洋羽毛
※バス車中にて
「睡眠講座」を開催
10：00 頃 相模原工場 到着
見学〜昼食
13：00 頃 相模原工場 出発
14：00 頃 鎌倉・鶴岡八幡宮
到着〜フリータイム
16：30 頃 鎌倉 出発
19：30 〜 20:00 頃
学校生協 到着・解散

鶴岡八幡宮

群馬県学校生活協同組合

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

0120-39-5318 〒371-0847 前橋市大友町1-13-12

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

自動車保険団体扱の団体割引
団体割引率 12 ％（月払）
約16.4％（年払）

特徴その①

特徴その②

現在契約の自動車保険を
そのまま継承できます。

同居の親族のお車もご契約いただけます。
契約者は群馬県内に設置されている公立学校
に勤務する教職員または退職者に限ります。

一部共済を除く

参加保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

お問い合わせは学校生協までお願いします。

現

宅配買取サービス
自宅にいながら本・ＣＤ・
ＤＶＤ・ゲームが売れる

金 上 乗せ

買取
金額

10％アップ！
送料・手数料 無料！

学校生協ホームページまたは下記
フリーダイヤルからお申し込みが
できます。
「個数」
「集荷日」
が同時に
予約できます。

売りたい商品を箱詰めしてください。
※箱はお客様でご用意お願いいた
します。

本は 20 点、
ＣＤ、
ＤＶＤ、ゲームは３点より受付中！

で不要な本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム

運送会社が無料で集荷に伺います。 1 〜２週間ほどで査定が終了しま
※運送会社のドライバーが印字済
す。買取金額はお客様が指定した口
みの送り状を持参します。
座に自動的に入金されます。

おトクにおこづかいにしてしまいましょう！
自宅にいながら売れる「宅本便」なら送料・手数料は無料！
お値段のつかなかった商品も無料で引き取り可能です。
お部屋の荷物を減ってしかも買取価格が 10％UP!

※必ず
「群馬県学校生協からのご紹介」
と
お伝えください。

学校生協グループ保険
退職後制度のご案内

〜『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
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
（毎年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）、医療費支援プラス、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。

配当金

制度運営費

過去３年間の平均配当実績

グループ保険
（生命保険部分）

約60.9％

約39.6％

8月〜10月のＰＲでご加入・ご変更された方は平成29年2月1日より保障が
開始します！
平成29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。

～手続きの流れ～

「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。
※３月上旬までにご記入のうえ、ご返送下さい。

平成29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29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、ご返送下さい。

医療保障保険

★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。

MY-A-16-他-007551

平成29年
１月下旬

※４月・５月分の保険料はお振込いただきます。

各制度ごとに
別途ご案内
平成29年
６月１日

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。
平成29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

学校生協フリーダイヤル

０１２０－３９－５３１８

「南極クラス」長野原町立応桑小学校で開催

2017 年新作

正月飾り
お子様の無病息災を願う贈り物

男の
の子
子は
ははははは破
破魔
魔弓
弓
男

女の
の子
子は
はははははははははははは羽
羽子
子板
板
女

夢大きく心豊かに

た
着用し
南極で
!
！
防寒服

１１月１日 ミサワホームの日本南極地域観測
隊員 井熊英治さんを迎え、貴重な映像や写真
とともに、南極昭和基地での仕事や生活を紹介
しました。

羽子板…初正月に羽子板を飾る習わし
としては、邪気をはね（羽根）のけ健
やかに育つ様に、また羽子板で突く羽
根に付いている黒い玉「無患子（むく
ろじ）」には子が患ら無い様にという
ような両親、祖父母からの可愛い子供
への無病息災を願う深い愛情が込めら
れています。

破魔弓…はま（破魔）とは弓矢で射
る的の事、矢で的を射ぬき悪魔を追
い払い雄々しく力強く健やかに育っ
て欲しいと両親、祖父母からの願い
から男の子の初正月には破魔弓が飾
られています。

〜学校生協組合員カードをご来店時に提示してください〜

現地の限られた人数の中で互
いに協力して生活するお話は
大変貴重で、南極に限らず今
後人間関係を築く上できっと
役立つことでしょう。生徒さ
んはもちろん保護者の方にも
興味深く聞いて頂きました。

店頭価格（税込）から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％割引いたします。

県内最大級
「ひな人形・五月人形」
展示、同時大開催！

現代の暮らしにあったコンパクトでありながら気品と優雅さを兼ね備えた兜・お
人形を数多く取り揃えてあります。
お好みにあった一品を探しに、是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。
ひな人形は年明け1月2日から、五月人形は3月4日ごろから展示スペースを拡大。

南極の氷を触れる特別授業

ご要望があれば学校生協までお問い合わせください

JTB 関東より

大通会場・すすきの会場は
2017年２月６日（月）～２月12日（日）まで
つどーむ会場は
2017年２月１日～２月12日（日）まで
開催されます。
昨年は260万９千人の来場だったそうです。
一度は訪れてみるのもいいですね！
詳細につきましてはJTB関東の下記店舗にお問
い合わせいただき組合員証提示のうえ店頭でお申
込み下さい。
その他の冬の旅行プランも満載です。

典

組合員証
の提示で

3％OFF

〈プラン一例〉
気軽にさっぽろ雪まつり 2 日間！

大人 2 名 1 室 51,000 円～⇒
（例：2017 年２月６日出発の価格）

特典

3％引き

49,470 円～

（羽田空港から新千歳空港まで
往復運賃、ホテル代込み）
※他の優待割引サービスとは併用
できません。
＊羽田空港までの交通機関利用も
ご相談ください。

【問い合わせ先】
店舗一覧

法人営業群馬支店
トラベルサロン前橋
トラベルサロン高崎
前橋けやきウォーク店
イオンモール高崎店
イオンモール太田店
伊勢崎イトーヨーカドー店
スマーク伊勢崎店

問合せ先

TEL.027‑310‑3060
TEL.027‑221‑8186
TEL.027‑322‑5613
TEL.027‑260‑8071
TEL.027‑310‑9651
TEL.0570‑023‑489
TEL.0270‑26‑8220
TEL.0270‑20‑8525

川 柳 大募集

３月といえば卒業︑ひな祭り︑確定申告と ……
まだまだ先でございますが︑３月の川柳を募集
します︒
春の決意︑春の想い出︑なんでも結構です︒
あなたの川柳をお待ちしています︒
メール︑ファックス︑ハガキでお寄せください︒
５月の紙面で厳選 句をご紹介させていただき
ます︒
ご紹介させていただいた作品 名様に
図書カード１０００円を進呈いたします︒
奮ってご応募ください︒

北海道さっぽろ雪まつりの
「第68回さっぽろ雪まつり」が
旅のご紹介です！

特

！

３月の

10

10

応募方法

学校名・組合員名・ペンネームをご記入
のうえ平成 29 年１月 20 日まで下記ま
でお送りください。
ハガキ 〒371-0847
前橋市大友町 1-13-12
ＦＡＸ 0120 03 5318
メール info@gungaku.jp
※掲載に際してはペンネームといたします。

地区運 営 委 員 会
Ｑ：組合員カードを提示して割引特典を利用しようとしたが割引
できないと言われた。
割引の基準があれば記載して欲しい。
Ａ：ご利用の際にご迷惑をおかけしました。間違いと判明しまし
たので対応させていただきます。ＨＰや情報誌などでも定期
的にご案内していますが、記載の基準で利用できない場合や
ご不明な点がございましたら学校生協へお問合せください。
Ｑ：ひとり一品以上キャンペーンの商品価格が高い。
お付き合いで購入する方にお薦めしやすい価格の商材を掲載
してほしい。
Ａ：第２回はワンコインコーナーがなかったので第３回では復活
させます。より多くの方にご利用いただける商材や価格構成
を検討します。
Ｑ：「表示価格の●％引き」と表記してもらえると購買意欲が増
して利用が増えると思います。
Ａ：夏と冬の２回「生活応援５％割引セール」を実施しておりま
す。
またお歳暮はカタログ価格から最大２７％引きです。ぜひお
得にご利用ください！
Ｑ．ひとり一品以外、学校生協を利用する必要がないと思ってい
る職員が多い。
Ａ．加入・利用・運営参加で学校生協が成り立っています。
物販だけでなく保険、共済、指定店、提携店など幅広く利用
物販だけでなく保険、共済、指定店、提携店など幅広く
利用
できるようさらに充実を図りますのでぜひご利用ください。
できるようさらに充実を図りますのでぜひご利用くださ
い。
Ｑ：キャンペーン申込用紙について。あらかじめ職員番号を記載
するか、欄自体の削除はできないか？
Ａ：学校生協では、職員番号も個人情報として取扱いをしている
ため、あらかじめ記載はしていません。生協係様に負担をお
かけしないよう、職員番号は学校生協でお調べいたします。
ご回覧いただいた注文書はそのままFAXにてお送りください。
ご回覧いただいた注文書はそのままFAXにてお送りください

２０１６年度

第２回

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、
情報交換、意見交流、試食検討会などを行いました。
Ｑ：キャンペーンのチラシについて。辛い味が苦手なので、辛い
商品には写真の部分に辛子マークで辛さをアピールしてほし
い。
Ａ：辛さ・甘さなど商品の味わいは主観的になってしまうかもし
れませんが、今後検討してみます。
Ｑ：指定店になっているお店の取り扱い商品について、簡単に紹
介してほしい。
Ａ：地区運営委員会では過去に、いくつかの指定店さんから商品
のご紹介をいたしました。全ては難しいかもしれませんが、
例えば会議やＨＰなどで「学校生協指定店をもっと身近に知
ってもらう」企画を検討していきたいと思います。
Ｑ：学校生協団体扱い保険について。かんぽ生命は月払いの他、年
払いがあるか（あれば保険料はいくら？）また、自動車保険
は一般契約からすぐ移行できるの？
Ａ：かんぽ生命の支払い方法は月払いのみとなります。自動車保
険の即時移行は契約等級によって差が出る場合がありますの
で、学校生協にお問い合わせください。
Ｑ：再任用者は職員番号が変わるので、年度初めに毎年対象者が
いてバタバタする。保険の利用など５月に２か月分を支払う
のに抵抗がある人もいる。
Ａ：現職から再任用になられた方は年度が変わると職員番号が変
わります。学校生協では職員番号を基に給与控除させていた
だいておりますので職員番号間違いがありますと控除されな
いばかりか、他の先生から控除されてしまうことがあります。
そのため４月に県のデ
ータと照合した後、５
月で２か月分請求とし
ています。４月にお支
払いを希望の場合は口
座登録をお願いしてお
りますので事前にお申
し出ください。

九州熊本・大分地方 東北地方
被災地応援企画

ひとり一品以上

拡大

利用
キャンペーン
たくさんのご利用ありがとう
おかげさまで543校、5,078人に
ございました。
１位

品
人気商 3
ベスト

ブラックサンダー

３位 揚げとうもろこし

ご利用いただき、ご利用金額は
765万円となりました。

２位

大地の恵み
ナッツ＆フルーツ

今回の義援金 153,000円は、
東松島市立鳴瀬桜華小学校と
阿蘇郡西原村立山西小学校へ
お届けしました。
ご協力ありがとうございま
した。

協

学校生

２０１6

開催しました!
11月26日 土

午前10：00〜午後4：00

■場所■

学校生協会館
した !!

とうございま

来場ありが
たくさんのご

会場内は
人で
たくさんの
た !!
し
にぎやかで
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