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群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」
許諾第28-181130号

2019 年度
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今年度 も 学校生協 を よろしくお願い致します！

ちょこっと
紹介
学校生協は、戦後まもない混乱期に群馬県内の
教職員によって、くらしの安定と向上を目指し
昭和23年に設立されました。以降70年にわたり、
組合員皆様の福利厚生を、くらしや仕事に役立
つ様々な商品、サービス事業の提供を通じて担
っています。2018年度末では約15,400名の教職
員にご加入いただいております。

学校生協の歴史
学校生協の歴史

学校生協の運営について
学校生協の運営について
毎年 6 月に「通常総代会」を開催して前年度事業・決算報告、
剰余金処分案、
当年度の事業計画、
予算計画、役員（理事・監事）
について、各地区から選出された総代によって審議の上決定し
ます。理事は、総代会で決定された事項を執行する責務があり
ます。監事は、理事の執行状況が総代会の決定、法令に則して
いるのかを監査する責務があります。
また、地区毎に生協係の方にご参加いただく地区運営委員会で
情報交換や意見要望を伺い、事業活動に反映しています。

こんなことをやっています
こんなことをやっています
ひとり一品以上利用
拡大キャンペーン

夏 ・ 冬生活応援
５％割引セール

• 食品・書籍・雑貨・CD などの
共同購入
•「くらしと生協」ほか宅配供給
• 指定店の学校訪問による指定店供給
• 出光・ENEOSカード、その他
指定 SS 専用カードの取扱い
• 教職員共済の取扱い
• 生命保険・損害保険の団体扱い収納業務
• 提携施設店舗の割引
• キャッシュバックのある新車購入紹介制度
• 新築・リフォームの住宅祝金制度

加入するには
加入するには
出資申込書にご記入いただきFAXにてお送り
ください。（出資は1回するだけでOK！出資
金は原則として退会時に返金します。）
１口
（1,000円）以上の出資をお願いします。
県職員の方は申込月の翌月に給与控除となり、
市町村職員の方は口座をご登録いただき引き
落としとなります。
退職後も継続してご利用いただけます。
※出資申込書は学校生協のホームページから
ダウンロードできます。

新規加入申込から
ご確認ください。

ガソリンカードについて
現金
不要
（給与控除）

全国どこでも使える

出光・エネオスカード

◆出光Bizカードが変わります◆
「TRUST&FLEX」カードになり昭和シェル
石油ＳＳでも使えるようになりました。価格は出
光の学校生協価格と同じです。新カードに変更ご
希望の方はご連絡下さい。

カナイ石油・群自燃・コスモ石油・三山石油
・吉沢石油・両毛丸善の専用ガソリンカード
も取り扱っております。ご活用ください。

価格はホームページでご確認いただけます。
（毎月1日〜15日、16日〜月末の２回更新）

～マイページ登録のお願い～
マイページに登録いただくと、
毎月のご利用明細が配信される他、
お得なサービスがご利用いただけます。
出資お申し込みをいただいた後に
登録方法のご案内をお送りしますので
マイページにご登録ください。
マイページの登録がお済みで
スマートフォンをお持ちの方は
デジタル組合員証を
ご利用ください。
マイページの登録についてのお問い合わせは
0120−39−5318まで
学校生協

お知らせ ゴールデンウイーク中の4/27（土）〜5/6（月）
まで休業となります。予めご了承ください。
「学校生協NOW!」は、再生紙を使用しております。

【共同購入申込手順】
①学校にチラシと申込書をお届けしま
す。（チラシは希望者配布となって
おります。一度ご登録いただければ
OK!!）
②お申込みはフリーダイヤル
0120-39-5318
又はフリーファックス
0120-03-5318 まで
③商品は個人ごとに仕分けして
各職場へお届けします！

お・と

組合
提示

さらに

10％

④ご利用代金は、お給料から控除され
るのでとっても便利♪

宅配企画は送料無料。ご希望の場所にお届けします。

（※市町村費の方は口座の登録を
お願いしています。
）

WEBショッピングをぜひご利用ください！
共同購入の商品は、
ホームページからも注文できます。
ＷＥＢ限定企画もありますのでぜひ、
ショッピングサイ
トをご利用ください！

！
！

チラシと商品を同梱
でお届けしています。

※次回からは、メールアドレスとパスワードを入力
していただくだけでログインできます。
ン
フォ
ト
ー
スマ ご注文
でも ます
だけ
いた
職場内のみなさんへも、ご協力のお声掛けをお願いいたします。

http://sofmap.com/

会員登録の際にご
指定いただいたメ
ールアドレスに、
新規登録と注文内
容について、確認
のメールが届きま
す。

オンライン販売で提携

①ホームページにあるこの
バナーをクリック。
②まずは新規登録画面へ進
み会員登録をします。
③会員登録が完了したら、
お買い物を続けることが
できます。商品を選んで
カゴに入れたら「レジで
お会計」へ！

共同購入は、コスト削減のため、チラシと
商品を一緒にひとつの箱に入れて（同梱）お届
けしています。
ご注文金額が 5,000 円以上の場合には、ご自
宅届けでも送料無料としていますが、できる限
り学校へのお届けにしていただきますようご協
力をお願いいたします。
ご注文者ごとに白いビニール袋に入れてお届
けしていますので、学校生協係の先生の仕分け
の手間もありません。

フリーダイヤルＴＥＬ ０１２０
︵３９︶
５３１８
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東京海上日動では、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災をテーマ
とした小学生向けの授業「ぼうさい授業〜地震・津波編〜」をご用
意しています。
「地震・津波」について「発生の仕組み」や「いざ災害が起こっ
た際に必要な行動」、「災害が起こる前に準備しておくこと」などを、
動画やイラストを使って子ども達にわかりやすく伝えます。
いつ起こるかわからない災害に備える力を養うためのお役に立て
れば幸いです。

に全店

容

【対 象】小学 4 〜 6 年生
【テーマ】地震・津波の発生の仕組み、発生時の対応、事前の備えに
ついて（関連教科：理科、社会、総合的な学習の時間等）
【講 師】東京海上グループの社員・代理店がボランティアで担当
【所要時間】45 分（1 時限分）
【形 式】教室で「講義＋対話」形式で実施
【特 色】①専門家による監修を受けた教材を使用し、動画やイラス
トを使いながら。わかりやすく説明します。
②地震発生時の対応についてのクイズに答えたり、非常持
ち出し品を実際に触ったりしながら、子供たちの防災に
備える力を養っていきます。

募集方法
１．募 集 学 校 数

応募校が多い場合は、抽選とさせていた
だく場合がございます。
２．応 募 方 法 学校生協までご連絡下さい。
申込書を FAX いたします。
３．申 込 締 切 ６月 28 日（金）必着
（お早めのご応募をお願い致します。）
４．実施校の発表 ７月中に個別に書面にてご連絡致します。
５．詳しい資料の請求先
学校生協又は『事務局』まで、
ご遠慮なくお申し出ください。

【お問い合わせ】
群馬県学校生活協同組合

〒371-0847 前橋市大友町1-13-12
TEL：0120-39-5318
FAX：0120-03-5318

【お問い合わせ先・事務局】
東京海上日動火災保険株式会社
群馬支店

〒371-0023

営業課 （担当）長谷川

群馬県前橋市本町2-131-11

TEL：027‐235‐7309 FAX：027‐235‐7315

フリーダイヤルＦＡＸ

校生協
文・問
合わせ

内

開発：東京海上日動
リスクコンサルティング㈱
監修：東北大学 災害科学国際研究所・
地震津波リスク研究部門

０１２０
︵０３︶
５３１８ 家電の激安販売店ソフマップ

学校生協グループ保険とは…？

◆群馬県の教職員(組合員)※1 と、その家族のみが
加入できる団体保険制度
◆ケガの入院・通院、病気での入院・手術、三大疾病時の一時金、
長期休職した場合の補償から万一(死亡・高度障害)の
場合まで幅広く保障をラインナップ！

◆加入内容の見直しは1 年ごとにできます!
◆1 年間継続加入いただいた方には、
剰余金があれば 配当金を還付します！

今回のお手続き分は
2019 年８月１日から
保障されます

【春季加入のご案内】
申し込み手続き期間
2019年4月2日〜5月8日
（予定 ）
上記の期間中、明治安田生命の推進員が新規採用教職員の方々を
対象として各学校を訪問いたします。

説明・ 加入のご希望がございましたら、お気軽にご連絡ください！
フリーダイヤル

0120-39-5318

※1 群馬県学校生活協同組合の組合員。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。＊それぞれの保障内容等詳細は
パンフレットをご参照ください。＊グループ保険（生命保険部分）、医療保障保険、すまいるサポートは、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
してお支払いします。ただし今回は6カ月間で収支計算を行います。＊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、
生活あんしんサポートに配当金はありません。＊配当率は、お支払時期の前年度決算によって決定しますので、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。＊配当率は、今後変動することがありますので将来のお支払いを約束するものではありません。
MY-A-19- 他 -002719 MYG-A-18-LF-1200

群馬県学校生活協同組合

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

﹁休日﹂

提示しないなんてもったいない！！

デジタル組合員証画面

次回お題

○スマートフォン・タブレットの方は、マイページ
登録後に「学校生協アプリ」をインストールする
と、組合員証を表示でき、使いたいときにいつで
も利用できます！
○デジタル組合員証で約６０社の提携店がお得に利
用いただけます。

組合員証メニュー画面

使わなき

よもやま川柳コーナー

info@gungaku.jp

デジタル組合員証が便利！

90

パー ︱ジメジメ苦手︱

12

︱起龍翔︱

13

詳しくはリニューアルした学校生協の
ホームページでご覧ください。

毎年の 惜春も子らには 一期一会

３％割引

︱暖冬バンザイ︱

店舗名
電話番号
JTB関東 法人営業群馬支店 027-310-3060
・前橋けやきウォーク店
0570-001276
・トラベルサロン前橋
0570-001275
ルックＪＴＢ
・
ト
ラベルサロ
ン高崎
0570-033031
（お買い得旅は除外）
・イオンモール高崎店
0570-033060
エースＪＴＢ
・イオンモール太田店
0570-033068
（ＪＲ・航空機付きプラン）
・スマーク伊勢崎店
0570-033025
サンアンドサン
（ＪＲ・航空機付きセットプラン） ・伊勢崎イトーヨーカドー店 0570-033002
※他の優待割引サービスとの併用不可

部屋干しで 湿度はいつも

締 切 二〇一九年四月末日

【提携店一例】JTB関東

︵ハガキ︶〒３７１ ０‑８４７ 前橋市大友町１ ‑ ‑
︵ＦＡＸ︶０１２０ ０３ ５３１８
︵メール︶

ご予約時に組合員であることをお伝えいただくか、
会計時にレジにて組合員証をご提示ください。
便利にお得にお買い物ができます。

学校名・組合員名・ペンネームをご記入のうえ左記までお送りください︒
ご応募いただきました中から５名の方に図書カード１０００円をお送りいたします︒
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︒

応募方法

油断して タイヤ替えたら また降った

学校生協のお得な提携店

改姓・住所変更の際は
ご連絡ください。
＊生協法では組合員名簿登録事項に生年月日や
住所、電話番号を常に最新の情報に保つこと
が義務づけられていま
す。改姓・住所変更等
の場合にはお手数でも
学校生協までご連絡く
ださいますようお願い
いたします。

手数料キャッシュバックサービス

0

中央ろうきんのキャッシュカードを使えば

誰でも・何度でも
例 引出手数料108円で、
1ヶ月に5回
引き出しした場合の、
1年間で

かかる手数料

6,480円 が

キャッシュバック

実質

円

※普通預金・貯蓄預金口座のお引出し、カードローン（マイプラン・教育ローン［カード型］）
のお引出しを対象に、 1 口座あたり何回でも、ＡＴＭ・ＣＤご利用時のお引出手数料が即時
にご利用口座へキャッシュバックされます。※キャッシュバック回数に制限はありません。

中央労働金庫 群馬県本部
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登録がうまくいかない方は、遠慮なく学校生協（0120-39-5318）までご連絡を！

ATM・CD利用時の

新車購
紹介制

℡：027－253－1001

■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
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