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被災地支援企画

今年度も
継続
します！

2018年度
2017年度
第１回

今回の義援金は
宮城県名取市立下増田小学校と
熊本県御船町立小坂小学校へ
お届けします。

ぜひ
ご協力
下さい!!
多くの組合員さまにご利用頂き、昨年度は、総額 481,000円
の義援金を被災地へ送ることができました。
今年度も「ひとり一品以上利用拡大キャンペーン」を通して
被災地支援を行っていきます。皆さまのご協力をお願いします。

今回の試食品は

義援金報告
白旗小の岩下勇治校長先生より
「仮設または
みなし仮設住宅から通う子どもたちがいる中、
こ
のような支援はとても有難く、学校や仮設住宅で
の花いっぱい運動に使わせていただきます。地
域の元気が出る活動に使わせていただきます。」
と、大変喜んでいただきました。

白旗小学校

梅しそ味
申込締切日

720円

６月1日（金）

商品お届け日

6月18日（月）

第72回
通常総代会

議案

２０１8年６月２7日（水）
ロイヤルチェスター前橋

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

小泉小学校

開催案内

学校生協の活動等に関
する最高意志決定機関で
ある通常総代会を開催い
たします。
県内各地区から選出さ
れた総代・現役員、役員
候補者の方々にご出席い
昨年度の様子
ただき、2017年度の事
業・決算報告、2018年度事業・予算計画などの議案をご
審議いただきます。

日時
場所

2017 年第３回の義援金は
熊本県甲佐町立白旗小学校と
宮城県気仙沼市立小泉小学校へ
お届けしました。
ご協力ありがとう
ございました。

午後３時より

2017年度事業報告、決算関係書類承認の件
2018年度事業計画及び予算決定の件
役員選任の件
役員報酬決定の件
議案決議効力発生の件

春の
地区運営委員会
生協係様
お世話になります！

年２回春と秋に各地区で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す。春の
開催は５月中旬〜６月中旬
となります。
ご多忙のところ恐れ入り
ますが、学校生協を知って
いただく場として、係のみ
なさまのご参加お待ちして
昨年度の様子
おります。

＊＊＊ 地区運営委員会の内容について ＊＊＊

地区理事さんの進行で約１時間行われます。
１．学校生協の事業について
２．ひとり一品以上利用拡大キャンペーンについて
３．組合員参加型事業について
４．商品検討試食会
５．ご意見ご要望

「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

学校訪問
車がこの
ステッカー
を付けて
います。

学校生協 指定店の活動
学校生協では各指定店が学校へ訪問しております。
学校生協は指定店に対し、
学校訪問時には「学校安全パトロール
ステッカー」の車両貼付、
「登録証」の着用を義務付けております。

−登 録 証−

指定店は
こちらの証明
名札をつけて
おります。

− 学校安全パトロールステッカー −

学校安全パトロール
学校生協・学校用品㈱・指定店

石 油 部 会

小 売 部 会
小泉時計メガネ店、小林宝飾、㈱三英時計店
㈲新日本総合企画、㈱正光画廊、㈱千雅
㈱角田時計店、東洋羽毛北関東販売㈱
㈱日本トリム、ムラタ洋服店
㈱ワールドエコ、㈱ヨシノ、㈱オートアールズ
できる限り学校訪問し先生方とお会いできるようがんばってお
ります。訪問時にはお気軽にお声掛けください。なお、お気づ
きのことなどありましたら遠慮なくご指導、ご指摘をお願いい
たします。秋には謝恩セールを実施いたしますのでお楽しみに！

施 工 部 会
㈱カナメ、関東住宅サービス㈱
群馬セキスイハイム㈱、三井ホーム㈱
ケイアイスター不動産㈱、㈲建友ホーム
コンフォート住建、住友林業㈱、
大和ハウス工業㈱、トヨタウッドユーホーム㈱
㈱パナホーム北関東、ミサワホームイング㈱
ミサワホ−ム㈱、㈱ミヤケン、㈱一条工務店群馬、
積水ハウス㈱、トヨタホーム北関東㈱
南群馬分譲住宅事業協同組合
大和ハウスリフォーム㈱北関東支店
（一社）群馬県住宅建設連合会
施工部会は年４回共同チラシ
「ハウジング学」
を発行しています。
また１月と７月には「住まいづくりフェア」を開催し、住まい
に関する様々な情報提供を行いますので、ぜひご来場下さい。
また、各社共通の「住まいの見学クーポン」や「住宅祝金制度」
の特典、割引をご利用ください。

2018年度
指定業者会総会を開催しました。

カナイ石油㈱、群馬自動車燃料販売㈱
コスモ石油販売㈱、三山石油㈱、
吉沢石油㈱、両毛丸善㈱
群馬県内のＳＳで組合員価格にて給油いただけます。
ガソリンカード新規入会キャンペーンを行っています。６月30日
までに上記部会のガソリンカードを学校生協ご加入と同時に
作成すると先着50名様にQUOカードをプレゼントいたします。

保 険 部 会
明治安田生命保険（相）公法人、第一生命保険㈱
富国生命保険（相）、日本生命保険（相）
明治安田生命保険（相）、明治安田損害保険㈱
アフラック生命保険㈱、朝日生命保険（相）
住友生命保険（相）、プルデンシャル生命保険㈱
三井生命保険㈱、太陽生命保険㈱
ジブラルタ生命保険㈱（AIGエジソン／スター）
メットライフ生命保険㈱
東京海上日動火災保険㈱、三井住友海上火災保険㈱
共栄火災海上保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱
個人でご契約いただいている保険も学校生協の団体扱いに変更す
ることで保険料が割安になります。
（一部商品を除く）長い期間掛
け続ける保険だからこそ、この差が大きいのです。保険料は給与
より控除いたします。

契約保険提携店

㈱かんぽ生命保険、ソニー生命保険㈱
東京海上日動あんしん生命保険㈱

日時：2018年4月12日（木）
場所：学校生協会館

第１号議案
第２号議案
第３号議案

2017年度活動報告並びに決算報告及び監査
報告承認に関する件
2018年度活動計画並びに収支計画案承認に
関する件
役員補選に関する件

2017年度 指定店表彰

保険部会（11社）

メットライフ生命保険㈱・日本生命保険
（相）
・富国生命保険
（相）
三井住友海上火災保険㈱・東京海上日動火災保険㈱
あいおいニッセイ同和損害保険㈱・群馬セキスイハイム㈱
㈱一条工務店群馬・ミサワホームイング㈱・両毛丸善㈱
東洋羽毛北関東販売㈱

学校生協ホームページでは、各指定店の詳細やお得な提携店の紹介を掲載しています。ぜひご覧ください。

ホームページも
みてね！

よもやま川柳コーナー

笑顔もまるめた
草だんご

︱よもぎ︱

︱上野そら︱

幸せが

川柳ひねってる

朝から漂う

気がつきゃ

かわいい手

会議中

バーベキュー

応募方法

︱今年はアンパンマン︱

ご応募ありがとうございます︒
紙面の都合上ご紹介できない川柳は
ホームページに掲載いたします︒

ご利用料金 及び
ご予約開始日改定のお知らせ

♡日々のおもいをお寄せください♡

学校名・組合員名・ペンネームをご記入のうえ下記までお送りください。
ご応募いただきました方に１,０００円の図書カードをプレゼント致します。
なお図書カードの発送は情報紙発行月のみとなりますのでご了承下さい。

（ハガキ） 〒371-0847 前橋市大友町 1-13-12
（ＦＡＸ） 0120 03 5318
（メール） info@gungaku.jp

「学校生協グループ保険」
春季募集ではお世話になりました！
ご加入頂きました方には加入通知書が7月中旬に
届きます。
保障内容のご確認をよろしくお願いいたします。

保障開始日は平成30年8月1日です。

どのようなケガが補償がされるの？
＊事故の発生の日からその日を含めて
180 日以内の入通院が対象となります。

一般的なお支払事例は以下の通りです。
・体育授業中のハードル練習中に負傷
・階段で足を踏み外して転倒
・交通事故によるケガ

グループ保険の普通傷害保険(損害保険部分)では

月額500円

の保険料で

不慮の事故による

●通院保険金日額１,８00円が
通院日数分 (90日限度)

●入院保険金日額２,９00円が
入院日数分 (180日限度)

●手術保険金1.45万円・2.9万円

（状況により）

＊不慮の事故とは「急激かつ偶然な外来の事故」のことをさします。

*事故連絡票は学校生協のホームページからも印刷が出来ます。
まずは
学校生協へ
連絡

【フリーダイヤル】

給付事由発生

0120395318

事故連絡票が
届くので
記入して
学校生協へ
返送（注1 ）

ご請求の対象
となる場合に
請求書類
一式が
学校生協から
到着（注2 ）

※(注１)ご請求に必要な書類については別途所定の診断書をいただく場合もございます。
※(注２)ご提出いただいた書類を拝見し、お支払の可否を引受損害保険会社にて判断させていただきます。
※(注３)ご請求＝お支払ではございませんので、あらかじめご了承ください。

請求書に病院
の領収書・診
察券のコピー
等添付し
学校生協へ
返送

約１週間後
ご指定の口座
に保険金を
お支払

（注3 ）

※ご提出いただいた書類を拝見し、
お支払の可否を判断させていただきます。

＊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。
＊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。
＊不慮の事故による５日以上の入院は、団体定期保険のお支払対象にもなります。
それぞれの保障内容、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。
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-18 -他 -003625
MYG -A-18 -LF -39

両毛
地区

住まいづくりフェア開催

2018 年６月２日

10：00〜15：00
最終受付／14：30

【 出 店 会 社 紹 介】

学校生協では毎月のご利用金額の確認を請求明細ハガキからWEB明細での確
認に少しづつ切り替えていこうと考えております。現在までに3,000名の方
にご登録をいただきました。パソコン、スマホ、タブレットをお持ちの方で
未だ登録していただいていない方は、下記の登録手順に従って是非ご登録く
ださい！

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

マイページログイン手順
１．右の QR コードを読込むか、スマートフォン・タブレット
またはパソコンから「学校生協」ホームページにアクセス
「群馬学校生協」で検索 または http://www.gungaku.jp
２．画面右上の「マイページログイン」をクリック
【組合員様ログイン画面】で「初めてご利用の方」をクリック
３．
【初めてご利用の方へ
４．
●

組合員番号(６ケタ)

ログイン画面】で各項目を入力
２○○○○○

市立高校等の場合
Ｂ○○○○○
継続組合員の場合
Ｔ○○○○○
再任用組合員の場合 ６○○○○○

初回ログインパスワード：Ｇgaku5318
●

組合員名（漢字または全角カタカナ）

５．
「初回ログイン」をクリック
「個人情報変更」ページで各項目を入力
６．
７．
「更新」をクリック
８．
「登録完了」ですべての手続きが終了です。
注）１０分経過してもご指定のアドレスにメールが届かない場合は、スマートフォンの
ドメイン受信設定をご確認いただき、gkseikyo.jp からの受信を許可して下さい。
受信設定をされないとメールが届きませんのでご注意下さい。

♦登録手続きが完了致しましたら、スマートフォン・タブレットの方は
マイページにログインして頂き、引き続きアプリをインストールして下さい
デジタル組合員証が表示されます。

Android の方はこちら

iOS の方はこちら

■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
フリーＴＥＬ（０１２０）
３９−５３１８ フリーＦＡＸ（０１２０）
０３−５３１８

