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皆さまのお役に立てる生協を目指します。

組合員一人ひとりが出資・利用・運営するのが学校生協です。
組合員一人ひとりが出資・利用・運営するのが学校生協です。

学校生協とは…
学校生協は戦後まもない混乱期に、群馬県内の教
職員によって自分たちが安心して働ける環境が不可
欠であるとして、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、約70年間にわたり、
教職員の福利厚生を事業を通じて担っています。教
職員を取り巻く環境は大きく変わり、さらなる多忙
化が進んでいますが、学校生
協は「教職員のライフパート
ナー」として組合員さんのく
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
じて行います。

学校生協の運営について…
学校生協の運営は、毎年６月に開催される「通常総
代会」で前年度の事業・決算報告、剰余金処分案、当
年度の事業計画、予算計画、役員案（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いただ
き決定しています。理事（各地区代表・各団体代表）
は、総代会で決定された事項を執行する責務があり、
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き開催する地区運営委員
会では情報交換や意見要望を伺い、事業活動に生かし
しています。

こんにちは !! 学校生協事務局です !!
２０２１年度は…
・マイページを通してタイムリー
な商品、魅力ある商品を紹介し
ます。
・コロナ禍の中、新しい生活様式
に沿った商品を紹介します。

ご利用、ご支援ください。

生協係様お世話になります
各学校宛に「学校生協係報告書」をお送りして
います。
年度始めのご多忙のなか恐れ入りますが、ご選
任いただき、FAXにてご報告くださいますようお
願い致します。
併せて異動された方の「異動連絡書」もご返信
くださいますようお願いいたします。

私達が担当しております。
お気軽にお問い合わせください。
皆様のご意見・ご要望をお待ちしており
ます。
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課：竹内、関口、清水、高津
仁位、狩野、篠崎

管
・上段
・中段
・下段

左から：狩野／篠崎／高津／仁位／西澤／野村
左から：関口／清水／湯本／大友／松岡
左から：竹内／小暮／金井／宮崎／水尻／久保田

理

課：久保田、湯本

保険共済課：水尻、大友、松岡、野村
西澤

★ ☆ ★ ☆

学校生協はこんなことをやってます！！

★ ☆ ★ ☆

自主供給事業
共同購入、通信（宅配）企画を中心に、年間12回チラシを希望者に配布しています。共同購入商品は、
個々に送料無料で学校にお届けしています。
・被災地応援企画として「ひとり一品利用拡大キャンペーン」を年３回実施し、毎回５千人以上の方に
ご利用いただいております。
・ハーベストチラシを全品５％割引とする「生活応援５％セール」を７月と11月に展開しております。
指定店の学校訪問による商品紹介
小売部会・保険部会・施工部会の各業者が「学校生協登録証」を付けて、職場を訪問して、商品やサ
ービスを通じて皆様のくらしのお手伝いをさせていただきます。
利用代金について
利用代金は、給与からの控除（市町村費の方はご指定口座）となるため便利にお使いいただけます。

ご利用いただくには
生協法の定めにより、学校生協への加入手続き（出資）が必要となります。
▪加入申込書をお送りいたします。ご記入のうえ、返信ください。
（ホームページからもダウンロードできます。）
▪出資は、一口１０００円からお預かりさせていただきますが、安定的な経営のため、
新規加入の場合は、５口５０００円でお願いしております。
なお、出資金は、ご退職時等に返金させていただきます。
組合員証について
出資金の入金を確認後に、組合員の「証」として「デジタル組合員証」または「カード
型組合員証」を発行いたします。
「組合員証」を指定店や提携店で提示すると、お得な割引特典が受けられます。

～マイページ登録のお願い～
ご登録いただくと、ハガキ請求明細
書に替えてWEB請求書を発行いたしま
す。マイページでは過去6か月分の明
細がご確認いただけます。

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

３．
【 組合員様ログイン画面】で
４．
【 初めてご利用の方へ
●

マイページに登録
すると利用明細がＷＥＢ
配信され、生協係の方の負
担軽減につながります。またデ
ジタル組合員証なら指定店・提
携店のメリットも忘れずにご利用
いただけます。是非、
マイページ登
録にご協力ください。
登録いただくとプレゼント
キャンペーンに応募でき
ます。

マイページログイン」をクリック
初めてご利用の方」をクリック

ログイン画面】で各項目を入力

組合員番号(６ケタ)

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
６． 個人情報変更」ページで各項目を入力
７． 更新」をクリック
８． 登録完了」でマイページの登録ができました。
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

ドメント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。
９．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。
再度ログインの際

マイページの登録がお済みでスマートフォンを

Android の方は

次回以降入力を省略」にチェックをいれますと便利です。

iOS の方は

お持ちの方はデジタル組合員証を

〈お願い〉機種変更等をされましたらご連絡ください。

ご利用ください。

お問合わせ先：群馬県学校生活協同組合 ☎フリーダイヤル ０１２０-３９-５３１８

個人保険の団体割引をご存知ですか？
各保険会社の
営業担当の方に
学校生協の団体扱い
に変更したいと
お伝え下さい。

ライフプランを考えるうえでも保険はかかせませんね。
個人でご契約いただいている生命保険や自動車保険も学校
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されます。

■生命保険会社■ 第一生命保険／富国生命保険／日本生命保険／明治安田生命保険／アフラック生命保険

朝日生命保険／住友生命保険／プルデンシャル生命保険／ソニー生命保険／大樹生命保険
太陽生命保険／ジブラルタ生命保険（AIGエジソン／スター）
／東京海上日動あんしん生命保険
メットライフ生命保険／かんぽ生命保険／マニュライフ生命保険／オリックス生命保険

■損 保 会 社■ 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

学校生協グループ保険

ってどんな制度があるの？
死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を
お支払いします。

グループ保険
（生命保険部分）

※不慮の事故による死亡・高度障害の場合、上乗せ給付があります。
※不慮の事故により５日以上の入院をした場合、入院給付金が支払われます。
※不慮の事故による身体障害の場合、程度により障害給付金が支払われます。

学校生協グループ保険は、

群馬県学校生活協同組合の組合員のみなさまだけの
相互扶助の制度です！
県内の教職員・ご家族約5,200名の方に加入いただいてます！
是非、ご検討ください！
春季募集お申込期間

2021年 4月2日（金）～ 2021年 5月7日（金）
上記期間中、明治安田生命の推進員が、新規採用教職員の方へ訪問いたします。
詳しい制度内容につきましては明治安田生命保険相互会社までお問い合わせください。
TEL：０３－５２８９－７５９０
●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

病気やケガで継続して５日以上入院した場合、入

医療保障保険

院給付金を5日目からお支払いします。

医療費支援プラス

入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合、
給付金をお支払いします。また先進医療による
療養を受けた場合も、給付金をお支払いします。

※対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関する注意」をご確認くだ
さい。 ※病気やケガで入院した場合、給付金をお支払いします。

＊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。
＊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料の算出方法、給付割合等が異なります。＊制度内容等の詳細は、パンフレットをご参照ください。

MY-CF-20-341-853533-210208-1

その他 の 指定店事業について
新築・リフォームの
住宅祝金制度
組合員割引

1％〜
3％割引

※注

学校生協
から
お祝い金
建物本体
価格
（税別）
の

0.5％

年４回の「Housing 学」やホーム
ページからも資料請求いただけま
す。
学校生協扱いでとお申出いただく
と、提携割引が適用され、さらに
は住宅祝い金制度の対象になると、
最大 0.5％のキャッシュバック !

一条工務店群馬は 0.2％、ケイアイスター
不動産は２万円のキャッシュバック

組合員割引

2％〜
7％割引

学校生協から
お祝い金

普通自動車

0.5％

10,000円

ガソリンカードの取り扱い
（給与控除）

アンケートにお答えください。
ご希望のディーラーを紹介いたします。
ご契約が成立しますと、
軽自動車 5,000 円
普 通 車 10,000 円
キャッシュバックいたします。

キャッシュバック

施工価格
（税別）
の

一条工務店群馬は、500万円
以上の工事で２万円のキャッシュバック

現金
不要

――事前紹介が条件となります。

●紹介が成立いたしましたら「キャッシュバック引換券」を
ご自宅へ郵送いたしますのでディーラー様へお渡し下さい。

（100万円以上の工事の場合で
最高10万円限度）

※注

キャッシュバックのある
新車購入紹介制度

全国どこでも使える

出光・エネオスカードをお作りします。

キャッシュバック
軽自動車・ダイハツ車

5,000円

提携施設店舗の割引
＊旅行・ホテル・ゴルフ・引越・賃貸情報ほか多数提携し
ております。
＊詳しくはホームページまたはデジタル組合員証メニュー
の指定店・提携店をご確認いただきお得にご利用ください。

デジタル組合員証が便利！
ＩＤ：gungaku

パスワード：5318

◆指定ガソリンスタンド専用カード
の申込も受け付けております。
カナイ石油・群自燃・コスモ石油・三山石油
吉沢石油・両毛丸善のカードをお作りします。
ご希望の方には申込書をお送りいたします。
価格はホームページやマイ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）

○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。

提示しないなんてもったいない！!

デジタル組合員証画面

組合員証メニュー画面

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！

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住所・氏名
・生年月日の登録が義務つけられています。
改姓・住所変更の場
合にはお手数でも学
校生協までご連絡く
ださい。
マイページからも変更できます。
■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

