群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」
許諾第2019-100866号

学校生協 NOW!
〒３７１−０８４７ 前橋市大友町一丁目１３番地１２

２０２１年３月末
ご退職予定の学校生協組合員様へ
お知らせいたします。

ご退職にともない
「継続加入」
または
「脱退」
をご選択いただきます。11月中旬に対象の組
合員様へ個別案内をお送りしております。
お手元に届いていない場合、また早期退職
・勧奨退職の場合はお手数をおかけしますが、
学校生協までご連絡下さい。

教職員共済「総合共済」にご加入の方へ
退職または再任用を終了される方は
「退職見舞金」をお受けとりください。
対象者様には「退職見舞金請求書」をお送り致します。

ＴＥＬ
（０１２０）
３９−５３１８

デジタル組合員証

ご退職後も継続して学校生協をご利用いただけます。

第452号
2020.12.15

ＦＡＸ
（０１２０）
０３−５３１８

ご退職者予定の組合員の皆様へ

退職準備セミナー開催

新型コロナウイルス感染防止に配慮しマスク着用、短時間、
少人数で開催いたします。なお、当日体調不良、体温が37.5度
以上あった場合は参加をご遠慮ください。

（講演内容）
□退職後の経済設計 □定年退職前後の手続き
□退職手当・年金・保険証について
□長期的な退職後の生活を考える

2021 年１月９日（土）
第２回：2021 年２月６日（土）
第３回：2021 年４月３日（土）
第１回：

料
費無付
加
参 食
昼

受
付：９：４５〜
セミナー開始：９：５５〜
終了時刻は 12 時予定です。

新年度再任用される方へ
総合共済の「継続」または「解約」のご意向を確認
させていただきます。個別に「意向確認書」をお送
りしておりますのでご返送ください。総合共済以外
の共済は退職後もご利用できます。

12月号

場

所：学校生協
２階会議室

（前橋市大友町１-13-12）

申込方法：FAXまたは
お電話にて各回とも
10日前までにお申込
みください。
ナビ入力電話番号：
０２７−２５３−５３１８

昨年度の様子

参加申込書は
学校生協ホームページまたはこちらから

群馬県学校生協

前橋市大友町1-13-12

フリーダイヤル 0120－39－5318まで

学校生協グループ保険

家族はあなたが頼りです。
退職後も団体扱い継続でき、安心です！

＊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。
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
（ 総合医療サポート、 重病初期サポート 、すまいるサポート、 医療費支援プラスについては明治安田生命保険相互会社のみ）

（2020 年度第２回ひとり一品キャンペーン）

支援先からのお写真・お便り紹介

益城町立広安小学校

生協くまもとを通して支援金をお届けしました。

今回お届けした広安小学校は、
益城町では一番生徒数（75９名）が多
い小学校です。当時小学校は避難所となっており、
地震後はグランドにた
くさんの方が車中泊しながら避難されていたそうです。
金垣裕至（かながきゆうじ）校長は、
「発災から４年以上が経過します
が、
支援金はとてもありがたく、
こども達のために大切に使わせていただ
きます」と大変喜ばれていました。
熊本県全体では 1 1/8 時点で合計331戸（892人）の方が今もなお仮
設住宅などでの生活を強いられ
ている状況です。
群馬県学校生協様による支援
金は、被災地の小中学校に対し
て、今回で12校目となります。
群馬県学校生協様の組合員をは
じめ役職員の皆様の継続したご
支援を心より感謝申し上げます。
（文責 生協くまもと）
広安小学校 金垣校長（左）、生協くまもと迫副理事長（左）

下期地区運営委員会報告
開催地区は１カ所のみでした。

今年度はコロナ禍で、上期地区運営委員会が開催できず、
下期運営委員会は富岡甘楽地区のみが開催となりました。
学校生協の2020年度上期の経営報告やマイページの取り
組み、運用状況などをご紹介させていただきました。
また、ひとり
一品以上利用拡
大キャンペーン
等のご支援ご協
力のお礼をさせ
ていただきまし
た。

第２回ひとり一品キャンペーン
学校訪問では大変お世話になり
ました。

新型コロナウイルス感染防止策と
して５月に引き続き「ハンドジェ
ルアルコール洗浄タイプ」を寄付
させていただきました。教職員皆
様の健康管理にご活用いただけれ
ば幸いです。

WEB セミナーのご案内

生命保険を活用した 効果的な相続対策

知って得する！？相続の備え （約３分）
第一フロンティア生命提供

自分にもしものことがあったら？ 相続が争族に？
万一のことが心配な方、必見です！元気なうちにできること、
相続準備の３つの柱を分かりやすくご紹介します。
https://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/leaf/leaf 005.html

生前贈与を活用してみませんか？

（約３分）

第一フロンティア生命提供

群馬県学校生協だけの ・ETC＆カーナビ プレゼント！
・キャッシュバック 10,000 円
【組合員特典】
・ガソリン代がお得！！
学校生協
石油部会 主催

詳しくはこちらから⇒

https://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/leaf/leaf 006.html

指定店６社のガソリンカードを利用して景品をGET！

学校生協指定店ガソリンスタンド
ご利用 感謝 キャンペーン

期間中、下記の指定店スタンド６社にて専用ガソリンカード払いで
合計３万円以上ご利用いただいた組合員様の中から

抽選で

グ 100名様に
エコバッ ント
当たる！
プレゼ
学校生協
指定店

◆コスモ石油販売㈱

◆両毛丸善㈱

◆三山石油㈱

◆群馬自動車燃料販売㈱

◆カナイ石油㈱

◆吉澤石油㈱

対象期間

12／31

まで

今注目されている生前贈与のメリットは？必要な手続きは？
生前贈与がかんたんにできる方法を分かりやすくご紹介します。

ご視聴方法

下記 URL・QR コードからページへアクセスした後、

ID「dl」、パスワード「dl2020」
（ディーエル）を入力ください。

費用 無料です。 時間・場所 いつでも、どこでもご視聴いただけます。
※2021 年 3 月末まで公開予定

個別相談のご案内
相続や生前贈与についての個別相談や
専門家のご紹介などを承っております。
ご相談頂いた方にはもれなく、相続に関
する基礎知識や生前贈与の活用を解説した
「お役に立つ相続のはなし」「生前贈与のきほん」
冊子をプレゼントさせて頂きます。
【紹介先】第一生命保険株式会社群馬支店：薊・高橋
電話番号
：027 ー 224 ー 6227
メールアドレス：Azami770@dl.dai-ichi-life.co.jp

レンジフードの内外
シロッコファン（プロペラ）
内側枠部分

天井、
壁、
床、
鏡、
浴槽内外、
浴室扉、
窓内側、
照明・換気扇カバー、
小物置き棚
排水口
（手の届く部分）

対象外：モーター、配線部分、ダクト部分、
建物外側のフード

対象外：浴室内小物（フロフタ・洗面器等）
、
窓外側、
網戸、
ブラインド、
浴室乾燥機、
鏡の磨きこみ、排水管、循環パイプ

表面カバー、フィルター、エアコン内部の高圧洗浄

対象外：電装部分、ドレンパン、高圧洗浄の届かない裏面、サイドファン、
ツインフロー付き機種

●表面カバーを洗浄するために、屋外の水道をお借りします（屋外の水道がない場合やマンションの場合は浴室を
お借りします）
●作業時間は、エアコン１台につき約1〜2時間です。お掃除機能付きエアコンは約2〜2.5時間です。

TEL

まで

ホテルのご案内

withコロナ 移動はお車で！

オータム＆ウィンターキャンペーン ➡２月28日㈰泊まで
×
Go To トラベル キャンペーン ➡1月31日㈰泊まで
（10月30日現在）

【１泊２食プラン例】
☆和みコース

通常

14,300円

平日

オータム＆ウィンターキャンペーン

Go To キャンペーン

オータム＆ウィンターキャンペ

Go To キャンペーン

12,650円 約8,222円

☆料理長おすすめコース
通常

17,050円

平日

☆特選コース
通常

平日

19,800円

オータム＆ウィンターキャンペーン

18,150円

Go To キャンペーン

約11,797円

15,400円 約10,222円
ホテルでのコロナ対策
チェックイン時の検温
ご本人確認
浴場、飲食場での３密回避
を徹底しています。
土・日も受付しております。

職場・地域での話題・ご意見・ご質問の
お便りも受け付けています。

■ペンネーム：エミー
『どこでもドア』コロナ禍で外出もままならず、静かな毎日を送っ
ています。友だちとも会えないので寂しい限り。対面でおしゃべりを
したいです。

「今一番ほしいもの」のお便り紹介

■ペンネーム：令和-01〜10
■令和-01

時間

■令和-02

時間

■ペンネーム：キタノカチドキ
自家用ジェット機とライセンス！ 気兼ねなくあちこち行きたい。
でも環境によくないですね…。なら、自馬！フンで植物も栽培しよう。
■ペンネーム：免疫有子
今一番ほしいものは、昔のようにわいわいお喋りしながら食事をす
るひと時です。教室ではいつも無言で給食を食べています。退職した
友達のお祝い会もできていません。お店は色々対策してくれています
が、自分が保菌者だったらと不安です。妊娠検査程度に簡単に自分で
検査できるようになるといいと思います。
■ペンネーム：メタボックリ
最近は自粛自粛で、外に出る機会が減り、体重の増加が止まりませ
ん。ロードレーサー型の自転車があれば、少しは体を動かすきっかけ
になるでしょうか…。
■ペンネーム：にっしー
今一番ほしいものは「休日」です。休校明けから忙しい日々が続き、
土曜日も部活動があるため連続してゆっくり休める日がありません。
家族で近場に１泊で良いので小旅行したいです。
■ペンネーム：メイ
家政夫のナギサさんがほしいです。家に帰ったらおいしいゴハンと
あったかい笑顔のナギサさん…！でもあきらめてCOOPの紅茶でほっ
こりしたいです。（録画したナギサさん見ながら）
■ペンネーム：YAMAZAKI
周りが身を固めている人が多くなってきたので、
彼女が欲しいです!!
（切実）。自分の趣味に理解を示してくれる彼女さん、募集中です。
■ペンネーム：SAKO
ドラエもんの「どこでもドア」です。外出制限があり、気軽に出か
けられません。海のむこうにいる孫に会いたいです。

■令和-03

ニンテンドースイッチ

■令和-04

I Pad

■令和-05
■令和-07
■令和-09

休み
クロスバイク
一眼レフカメラ

■令和-06
■令和-08
■令和-10

時間
食器洗い乾燥機
マイホーム

組合員 の ひろば

お便りコーナー

コロナ感染拡大防止で
自粛が続いておりますが

この用紙を使ってご応募出来ます。

フリーFAX0120-03-5318

◆今回のテーマは
・・・・・・
「卒業の想い出」です。
お便りお待ちしております。

お便りをいただいた方に、もれなく
「coop紅茶ティーパック50袋入」プレゼント!!

■学校名
■名

前

■ペンネーム
（ご希望の方はご記入下さい）

2021年度版
2021年２月
まで受付
『スクール
しています。
プランニングノート』
2021年度版（2021.4月〜2022.3月）
[Ａタイプ]

小学校

教師向け

Ｂ５サイズ

[Ｂタイプ]

中学・高校

教師向け

Ｂ５サイズ

[Ｍタイプ]

教頭・副校長・教務主任向け

本冊（208頁）＋別冊（48頁） 各1,980円（税込）

Ｂ５サイズ
本冊（208頁）＋別冊（48頁）

[Ｕタイプ]

ユニバーサル

Ａ４サイズ

本冊（112頁）＋別冊（48頁）

NEW
[Ｊタイプ]

学校事務職員向け
本冊（208頁）

ご注文は
お電話又は
FAXで

2,475円（税込）
2,673円（税込）

Ａ５サイズ

1,980円（税込）

詳細はwebで
ご確認ください。
フリーTEL（0120）39-5318
フリーFAX（0120）03-5318

■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

