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旧年中の学校生協へのご支援・ご利用に対しまして心からお礼申し上げます。 

さて，学校生協を取り巻く環境は,インターネットの普及による通販など，消費 

が多様化する中で大変厳しいものがございます。 

そのような中，2019年度上期の決算においても，多くの剰余金を経常すること 

ができました。これもひとえに組合員の皆様方の支えがあったからこそと，改めて感謝申し上げる次第です。

2020 年の年頭にあたり，引き続き教職員の福利厚生団体の一員として，学校生協各種事業の充実・向上のため

役職員一同努めてまいります。組合員の皆様にとりまして，本年が良き年になりますことをご祈念し，新年の

ご挨拶といたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

2020年１月 茨城県学校生活協同組合 役職員一同 

 

 

 

２０２０年３月末に退職される方々へ， 加入継続のお願いと諸手続について 

長年にわたり，学校生協をご利用・ご支援いただきまして大変ありがとうございました。 

さて，学校生協では，ご希望により退職後も学校生協の組合員として継続いただくことができます。現職時と同

じように，学校生協の様々のサービス・特典をご利用できますので，引き続き組合員として継続いただきますよう

お願い申し上げます。 

なお，定年退職となる方で，学校生協・教職員共済の退職予定者説明会に参加されなかった方には，2020年１

月以降「退職に伴う諸手続のご案内」を郵送にてお届けしますので，「退職に伴う継続確認書」にて，継続または

脱退にご記入の上，返信用封筒に入れて返送いただきますようお願いいたします。（勧奨退職者、その他の退職者

については，４月以降にご連絡いたします）なお脱退される方には，お預かりしている「出資金」に配当金を付

け，2020 年度総代会後の８月に全額返金いたします。 

※ 再任用職・臨時教職員職を希望される方は手続きせずにご利用が継続できます。再任用職を退職されると

きに継続または退会の手続をお願いいいたします。非常勤講師を希望される方は継続の手続が必要です。 
 

「退職組合員」として，引き続きご利用いただけるサービス・特典 
○ 組合員証 DC ゴールドカードの利用  

（年会費無料，海外・国内旅行傷害保険付） 

○ DC ETC カードの利用（年会費無料） 

○ エネオス ASSOC カードの利用 

○ 京成百貨店等指定店での割引・特典での利用 

○ 郵送するチラシ，学校生協ホームページでの物品購入 

○ 団体扱いでの保険契約・保険料控除の継続（＊対象外の保険会社あり） 

組合員証 DCゴールドカード 

 

※ 退職時に、  

新たにつくること

もできます。 

明けましておめでとうございます  

2020年 5月 31日 
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ページ３ 

２０１９年度第２回理事会を開催，上期の事業・決算報告を承認 

2019年度上期損益計算書 (円) 
供給高      137,521,255 

供給原価        112,300,172 

供給剰余金       25,221,083 

手数料事業収入    23,642,117 

事業総剰余金     31,619,085 

事業経費               35,284,905 

事業外収益          848,481 

経常剰余金       22,403,744 

法人税等(見込み額)       671,000 

当期剰余金     21,732,744 

当期首繰越剰余金  10,818,481 

当期未処分剰余金  32,551,225 

11月 12日，学校生協第２回理事会を開催しました。 

 今回の理事会では，2019度上期（4月～9月）事業・決算報告，2018

年度末退職者の継続加入についてなど,4本の議案が審議され全て原案通

り承認されました。2019年度上期の決算では，供給高，収入高ともに前

年同期を超え堅調に推移しています。経常剰余金も約 2,240万を確保す

ることができました。供給高別では,共同購入などの自主供給と指定店の

斡旋供給，百貨店供給（京成百貨店）全て前年を超える供給高となりま

した。また，民法改正に伴い，新たに共同購入事業約款と事業利用・利

用代金支払いに関する規則を制定しました。 

【承認された議案】 

第１号議案 2019年度上期事業・決算報告・監査報告承認に関する件 

第２号議案 学校教育活動支援助成金・社会貢献活動支援助成金制度にもとづく 

2019年度の助成について 

第３号議案 茨城県学校生活協同組合共同購入事業約款及び組合員の事業利用と 

利用代金支払いに関する規則の制定について 

第４号議案 2018年度末(2019年 3月 31日)退職者の継続加入承認に関する件 

 

学校生協からの大事なお知らせ 
 

 

 

共同購入を利用する場合のルール（約束事）を定めました。 2020 年 3月 1日から施行 

「共同購入事業約款」と「組合員の事業利用と代金支払いに関する規則」を施行します。 
 

 民法改正（2017 年 5 月成立、2020年 4 月 1日施行）により、組合員が、学校生協の共同購入（ハーベストや一人一

品以上利用拡大キャンペーン、各種チラシ等）を利用する場合のルール（約束事）をまとめた、「約款」を整備する必要

が生じました。 

 茨城県学校生協では、関東ブロックの学校生協と連携して取り組んだ原案をもとに、「共同購入事業約款」を 11月

12 日の理事会で承認をうけ 、2020年 3 月 1日から施行することになりました。合わせて「共同購入事業約款」を補

完する、「組合員の事業利用と代金支払いに関する規則」も理事会で承認され、同時に施行いたします。 

「共同購入事業約款」「組合員の事業利用と代金支払いに関する規則」の詳細は、学校生協ホームページでご覧にな

れますのでご確認をお願いいたします。 

 
ホームページはこちらから 
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クイズ これってなあに？ 

Ｑ  漢字クイズです。次の□に入る漢字一文字はさてなんでしょうか？ 

  桟 → 金，腰 → 西，橋 → 星，笹 → □ ？？？？ 
 

クイズ・メッセージ応募要領 
ハガキまたはファックス,メールにて①解答 ②所属 ③氏名（フルネーム）とペン

ネーム ④ご意見・ご感想・メッセージをお書きになり，〒310-0852 水戸市笠原町

978-46 茨城県学校生協「クイズ」係または「メッセージ」係までお送り下さい。 

（Fax 0120-663-638, メール itc@ibagaku.jp） 応募締切 2020年 2月 17日（月） 

 正解者の中から抽選で 10名の方にＪＣＢギフトカード 1,000円分をプレゼント。    
※ご応募時にいただいた個人情報は，クイズ抽選結果の学校生協ニュースへの掲載やプレゼン

ト商品の発送のみに利用させていただきます。またご意見・メッセージ・おたよりを学校生協

ニュースに掲載させていただくことがございます。 

 

前回のクイズ当選者 
抽選の結果，次の方々に商品をお送りいたしました。（ペンネーム，敬称略） 

土浦市まぼろし探偵，龍ヶ崎市のりのり，取手市藍閃石，鹿嶋市チョコまま，常陸太田市イロハ

モミジ，つくばみらい市みこみこげんきちゃん，鉾田市ひらちゃん，筑西市筑西のしか子さん， 

石岡市さな，東海村みやびりん以上の皆様が当選しました。（クイズの正解者は 29名でした） 

 

前回クイズこれってなあに？ 解答 

Ｑ 次の文字を組み合わせて熟語をつく

ってくださいね。 

火 木 口 斤 火 

小 立 氵 丁 亠 
 

Ａ 新 涼 灯 火 でした。 

メッセージ・みんなの声・ご意見ご紹介 メッセージテーマ「大寒」 

 

「厳冬期になると大子町の久慈川で氷の流れる『シガ』という現象が見られる日があるそうです。袋田の氷瀑も見ごたえがあります。ま

だ寒さは続きますが冬の自然を楽しみたいです」 常陸大宮市のんのん 

 

「布団が恋しい季節になってきて、毎朝が戦いです…少しでも早起きが楽しくなるよう、試行錯誤を繰り返しています（笑）」 常陸大宮

市ココア 

 

「冬至の日に柚湯に入り始め、しばらくは柚が風呂場のいやしグッズです。大寒まではもたないんだよなぁ…」 石岡市ヤンバルクイナ 

 

「これからの季節、朝５時からのランニングは頭にヘッドライトを付けながら走ります。晴れのときはめっちゃ寒いですが、満点の星空の下

を走るのは最高の気分です。でも近所ではどう思われているのかなあ？」 鉾田市いたさん 

 

「茨城国体期間中は不在教員が多く授業に支障が出ました。来年は高校総体で茨城県も会場のため、夏休みに教員・生徒合わせ延べ１５０

人以上の動員を要請されています。結局教員は夏休みでも休めません。給特法の改正（改悪）は断固反対です」  高萩市りんぐる 

 

「毎年楽しみにしている地びき網のイベントが今年は台風のため、中止になってしまい家族一同残念な気持ちでいっぱいです。来年、楽

しみにしています」 取手市クイズ楽しみにしています 

 

「大寒言えば！私の誕生日です。暦の上では１年で一番寒い日ですが、そんな日に生まれた私はとっても寒さに弱いです。いつまで経っ

ても寒さには慣れません…」 日立市ラブ虎丸 

 

「空気がピンとはりつめ、様々な生きものが春のために力をたくわえるときですね。また『寒仕込み』のおいしいものがたくさんできる時

期です。楽しみです」 水戸市かえるママ 

 

「来年３月にいよいよ退職することになりました。『セカンドライフセミナー』に２回ほど参加しましたがとても役に立つ内容でした」  

水戸市まりぴん 

 

いつもたくさんのメッセージありがとうございます。教育文化事業「セカンドライフセミナー」は，好評につき２月２日（日）に第３回目を

開催します。セミナーご希望の方は学校生協まで。℡ ０１２０－６６３－６4８ 寒さも厳しくなってきました。お体にお気をつけください。 

学校生協各種事業などへの要望，ご意見，質問などもありましたらどのようなことでも結構です。ぜひお寄せ下さい。 

ご意見・メッセージ 

・おたより募集中！ 
 

次号（早春号）のメッセー

ジのテーマは，「春を実

感する時」です。 

（おたよりはテーマ

以外のことでも結構

です）  
フユノハナワラビ 

ページ４ 

体感し納得の家具選びを！ フェア開催中！  

＊ カリモク家具水戸ショールーム  
（水戸市平須町 2-96 旧６号国道沿い 029-243-1302 ） 

来場予約またはご来場の方が紹介カードご提示で 

JCBギフトカード１,０００円分 プレゼント！ 

※ 紹介カードは切り取るかコピーをとりご使用下さい。 

※ ご予約ご希望の方は学校生協までご連絡下さい。 
  フリーダイヤル０１２０－６６３－６４８ 

カリモク家具 紹介カード
カリモク家具水戸ショールームにてご提示ください。 

※1 人につき１回のみ有効です。ＪＣＢギフトカードは後日学

校生協より発送いたします。 

茨城県学校生活協同組合 有効期限 ２０２０年５月３１日 

所属名           お名前 
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