
 

 
学校生協ニュース ＮＯ．18 

 

 

 

 

 

 

 

   

目次  主な内容   1  復興支援ボランティアバスツアー参加者募集について／「住まいのなんでも相談会」開催報告 
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学校生協では，被災地復興支援のためのボランティアツアーを企画いたしました。 

今回のツアーでは，公益財団法人「鎮守の森プロジェクト」による植樹活動を行います。 

組合員の皆様の参加をお待ちしています。 

 ・ 開催日  2017 年 8 月 10 日（木）～11日（金・祝日）  ・ 募集定員 30 人 

・ 参加費用 設定金額 22,000 円のところ, 学校生協より補助付参加費 10,000 円（税込み） 

詳細については学校生協までお問い合わせ下さい。 ℡ ０２９-３０１-１０７１ 

参加者募集中！ 

 

６月１７日 学校生協・県庁生協主催  「住まいのなんでも相談会」を開催 

６月１７日，「２０１７住まいのなんでも相談会」を開催しました。 

今回は，下記の「知って得する住まいのミニセミナー」を５つ行い，また苔玉づくり教室や県庁生協人気商品の販売コー

ナーを設け，最後にお楽しみ抽選会を行いました。今まで以上に多くの組合員の皆様に楽しんでいただき，盛況の中での相

談会となりました。学校生協では，引き続き 12 月にも「住まいのなんでも相談会」を開催する予定です。また，随時住宅購入

等に関連する個別のご相談，ハウスメーカーのご紹介にも対応していますので，お気軽に学校生協までご連絡ください。 

 
 

 
  

 

〈 日程 １日目 8月 10日（木） 〉 
 ＴＸ守谷駅西口前発 7:10 茨城教育会館発 8:40  

◎ 11:50～12:50 宮城県岩沼市相野釜「千年希望の丘交流センター」（慰霊碑，植樹事前学習，昼食） 

◎ 13:25～15:10植樹地（新浜地区）にて「鎮守の森プロジェクト」植樹ボランティア活動 

     仙台アークホテル着 16:30（宿泊シングル・大浴場付）※ 17:00～各自自由行動（夕食は用意していません） 

〈 日程 ２日目 8月 11日（金・祝日） 〉 
◎ 8:30仙台発 9:10～11:40  被災地視察 宮城県名取市閖上地区 

「閖上震災を伝える会」語り部による案内・説明（閖上町内，日和山，慰霊碑，閖上さいかい市場） 

      ＊相馬で昼食後帰路へ  茨城教育会館着 16:20 ＴＸ守谷駅西口前着 17:50 
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2017 年 6 月 23 日（金），水戸市のホテルレイクビュー水戸において第 6１回学校生協通常総代会が開催され，2017

年の事業計画など 7 本の議案が提案どおり承認可決されました。出席した総代は定数 106 名中 98 名（実出席 32

名，書面議決書出席 66 名）でした。なお，本総代会をもって田邉副理事長，横島副理事長を含む理事 4 名，監事 2 名

の方が退任されました。 

 

2017年 6月 23日 開催 

第１号議案 2016年度事業・決算報告並びに監査報告承認に関する件 

組合員数は 15,873人，出資金は 1億 1千 17万円，供給高は 1億 6千 339万で

す。10年連続での黒字決算となりましたが，経常剰余金は 2千 102万円で,前年比

66.1％と減少しました。 

第２号議案 剰余金処分案に関する件 

当期未処分剰余金から，組合員へお戻しする利用分量割り戻しを 5％（百貨店

2％）としました。保険・ガソリン利用は除きます。出資配当は 1％としました。次

期繰越金は 9,999,244円です。 

第３号議案 2017年度事業計画並びに予算案承認に関する件 

  2017年度の供給高目標を 1億 6千 600万円，前年実績比 101.6％とし，手数料事業

収入計画目標を 6千 512万円，前年実績比 100.6％としました。 

第４号議案 定款の一部改正に関する件 

第５号議案 役員選任に関する件 

役員改選年度により理事 20名，監事 5名を選任いたしました。各選任区分団体か

ら推薦をいただいた方全員が承認されました。なお，任期は 2年で 2019年度の総代

会までとなります。（新役員名簿を 3ページに掲載） 

第６号議案 役員報酬決定の件 

生協法の規定に基づき理事 20名・監事 5名の役員報酬総額の上限を定めました。 

第７号議案 議案決議事項効力発生の件  

損益計算書 
（2016年度決算） 

供給高             163,391,409 
供給原価                          146,774,647 

供給剰余金            16,616,762 

手数料事業収入       64,944,904 

事業総剰余金         81,561,666 

事業経費                               65,474,991 

事業剰余金             16,086,675 

事業外収益               4,930,479 

経常剰余金       21,017,154 

法人税等                                4,372,392 

法人税等調整額                    △   68,292 

当期剰余金             16,713,054 

当期首繰越剰余金   12,306,750 

当期未処分剰余金   29,019,804 

剰余金処分案 
 

当期未処分剰余金   29,019,804 

剰余金処分額 

 1 法定準備金    13,000,000  

 2 利用分量割戻金    4,918,820 

 3 出資配当金        1,101,740 

次期繰越剰余金         9,999,244 

◎ 実施日  2017 年 8月 2 日（水）  

◎ 行き先  東洋羽毛株式会社相模原工場， 横浜中華街散策 

◎ 参加費  1,980円（飲茶昼食付） 

◎ 出発地  土浦合同庁舎駐車場発 7:00 守谷駅西口発 8:10 

◎ 募集人員 40 名 （最少催行人員 20名） 組合員とその家族 

 ※ 詳細は学校あて「募集チラシ・申込書」（7月 5日着）をご覧下さい。 

 ※ お電話でも受け付けます。 ☎ 0120-663-648 または 029-301-1071 
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2017年度～2018年度 学校生協新役員 

ページ３ 

6 月 23 日の総代会当日，新理事による第 1 回理事会を開催し，互選による役付理事（理事長 1 名，副理事長 2

名，専務理事 1 名，常務理事 1 名）選出と代表理事 2 名を選定いたしました。また，並行して第 1 回の監事会が行わ

れ，特定監事 1 名の互選による選出と監査方針・計画案等が了承されました。今回の役員の任期は 2 年で，2019 年

の通常総代会までとなります。 

新役員体制は以下のとおりです。 

第１回理事会・監事会報告， 理事長に吉田理事を，副理事長に小島理事，稲見理事を選出 

役職名 氏  名 所属・勤務箇所等 

理事長・代表理事 吉田   豊 茨城県教職員組合 

副理事長（新任） 小島   睦  茨城県学校長会・三の丸小学校 

副理事長（新任） 稲見   隆 茨城県高等学校長協会・下館第一高等学校 

専務理事・代表理事 大森  康孝 茨城県学校生活協同組合 

常務理事 中山  幸男 茨城県教職員組合 

理事（新任） 中島 佳代子 茨城県教職員組合 

理事 舘   喜能 茨城県教職員組合県北支部 

 理事 磯前  弘朗 茨城県教職員組合那大支部 

理事 篠崎  博雄 茨城県教職員組合県央支部 

 

 
理事 海老沢 直樹 茨城県教職員組合東西支部 

理事 阿須間 幸男 茨城県教職員組合鹿行支部 

 

 
理事 内野  正美 茨城県教職員組合土浦支部 

理事 髙松  武弘 茨城県教職員組合常総支部 

理事 仲重   亨 茨城県教職員組合県西支部 

理事 横田  英一 茨城県教職員組合稲北支部 

理事 石塚  健一 茨城県高等学校教職員組合・土浦工業高等学校 

理事（新任） 伴   敦夫 茨城県学校長会・水戸第一中学校 

理事（新任） 横田  和己 茨城県高等学校長協会・水海道第一高等学校 

理事 竹貫 美由紀 茨城県教職員組合事務職員部・大島中学校 

理事（新任） 和田   肇 茨城県公立高等学校事務職員研究会・水戸南高等学校 

監事・特定監事 渡邊  勇一 茨城県教職員組合 

監事 星   裕一 茨城県教職員組合 

 監事 岡野  一男 茨城県高等学校教職員組合・下妻第二高等学校 

監事（新任） 仁平  良治 茨城県学校長会・新荘小学校 

監事（新任） 林  まち子 茨城県高等学校長協会・取手第二高等学校 

 

 
 教育文化事業「親子南極クラス」を，8 月 26 日（土）に開催いたします。ご案内文書を，各所属あ

て 7 月５日に発送していますので，ご希望の方はＦＡＸにて申込書を学校生協までお送り下さい。 

この事業のお問い合わせは， ℡ 029-301-1071 学校生協まで 

学校生協 組合員親子「南極クラス」開催 ！ 8月 26日（土）教育会館 ３ Ｆ  

講師 「南極先生」 福田
ふ く だ

 真人
ま さ と

 氏 

・ 南極活動実績 第 57 次南極地域観測隊・越冬隊 

        ２０１５年１２月～２０１７年３月 

・ 現 職     ミサワホーム総合研究所 

南極研究プロジェクト所属 

受付開始     9時 30分  

開 会          9時 50分 

「南極クラス」 10 時～12時 20 分 

閉 会     12時 20分  
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ご意見・メッセージご紹介 メッセージテーマ「修学旅行・遠足」 

 
「来年度，沖縄へ修学旅行の予定です。生徒から『先生，パスポートは必要ですか？』と

質問され，思わず笑ってしまいました」 るんるん 

 

「遠足と言えば…筑波山。いつも最後尾につき，子どもたちを励ましながら（自分自身

にも気合いをいれながら）登ったのが今更ながら懐かしいです」 リラックマ 

 

「本校は，山を切り開いて建てた新しい学校なのですが，住み家を追われた『イノシ

シ』が出没するようになりました。イノシシさんごめんなさいね！」 ウサピョン 

 

「3 年連続で新緑モミジの京都へ修学旅行。紅葉の京都が見てみたいと思いはじめ

ました。実現は難しそう！？」 ヤキソバパン 

 

「キッコウハグマが，漢字でこの様に書くのだと知ったことがうれしい。（富谷）観音様

の山道で出合いました」 ジュンチャン 

 

「修学旅行というと，長男が高校生の時を思い出します。前日まで準備をしていたの

に当日の朝熱を出し…スーツケースだけが行って帰ってきました。本人が一番がっか

りしてましたね」 礼ちゃん 

 

「仕事柄引率で奈良・京都に行っても具合の悪い子がいればホテル待機。生徒には

『ここは，奈良なの？京都なの？』と聞かれ，『もはやどっちでもない』と初任者の私は

答えました。おたふくかぜを連れてはどこにも行けません（涙）」 Ｗレインボー 
                   

いつもたくさんのメッセージ・ご意見ありがとうございます。 

あまりにも暑い 5 月！でした。この夏は猛暑になるのでしょうか？本気で温暖化対策に取り

組まなければならないと思うのですが……。 

クイズ これってなあに？ 

  ２本の同じ線香があります。線香は正確に２０分で燃えつきます。この２

本の線香を使って１５分を計って下さい。（計り方をお答え下さい） 

              ＊ ヒント → 立てて火をつけるとは限りません。 

クイズ・メッセージ応募要領 

  ハガキに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」係までお送り

下さい。 

ファックスでも結構です。（Fax 0120-663-638） 

  抽選で 10名の方に図書カード 1,000 円分をプレゼント。 

応募締切 7月 28日（金） 
   ※ 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 

  下記の方々に商品をお送りいたしました。（敬称略） 
日立市ムー，かすみがうら市そらママ，鉾田市ハコベ，のんたろう，神栖市トド，ひ

ろピー，小美玉市ランランラン，行方市レインボーニャンコ，石岡市ポチ，北茨城市

イワナ仙人，以上の方が当選となりました。 （クイズの正解者は 19名でした。） 
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ご意見・メッセージ 

・おたより募集中！ 
 クイズの答と合わせご意見・

メッセージを募集しています。

今思っていることなど，一言で

結構ですので，ぜひお寄せくだ

さい。 

 次号秋（９月）号のメッセージ

テーマは「十五夜・月」です。 

メッセージはテーマ以外でも結

構です。ご意見・ご要望もお待

ちしています。 

 クイズの解答がなくても，掲

載された方には図書カードを進

呈いたします。 

 

？？？？？ 

ゼンテイカ（ニッコウキスゲ） 

 

前回クイズ 

これってなあに？ 解答 
 

Ｑ 次の文字を全部組み合わせて

一つの言葉にしてくださいね。   

 月 ク 日 ヒ 乚 ム 日 

丨 ﾉ 日 灬 日 ヒ 
 

Ａ 亀甲白熊（キッコウハグマ） 

キク科モミジハグマ属の多年草

でした。 


