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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,消費の多様化や退職者増による組合員数 

の減少など大変厳しいものがございます。 

そのような中，2018年度上期の決算においては，約 1,060万円の経常剰余を 

生み出すことができました。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。2019 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，本年が佳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。 

2019年１月 茨城県学校生活協同組合 理事長 吉田 豊 ・ 役職員一同 

 

 

 

２０１９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，平成 19年に「消費生活協同組合法」が改正され，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

組合員として継続される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，2018年 12

月以降「退職に伴う諸手続のご案内」を郵送にてお届けしていますので，「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，2019年度総

代会後の 8月に全額返金いたします。 

※ 再任用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。 
「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，EMG ガソリンカードの利用 

 ○ 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 

 

※ 退職を機に 

新たにつくること

ができます。 

明けましておめでとうございます  
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11月 17日（土）学校生協教育文化事業 

50歳から備えよう 60歳からの「セカンドライフセミナー」を開催 

 11 月 17 日（土），学校生協の教育文化事業「－50 歳から備えよう－60 歳からのセカンドライフセミナ

ー」開催しました。この事業は年金制度が大きく変わる中で,定年退職後の 60 歳からの生活プランを退職間際

ではなく，50 歳になったら備えていこうという趣旨で実施しているものです。毎年 1 回開催をし，今年で 4

年目となりました。 

セミナーの内容は「生活プラン・年金」「生活プランをたてよう」「セカンドライフの保険・共済」「現役

世代から考える介護・介護保険」4 つのセミナーと,後半は個別相談の時間を設け,「年金・生活プラン」「相

続など税について」「リフォームやバリアフリーなど住まいについて」など，社会保険労務士,税理士，指定

ハウスメーカーが個別相談に応じました。 

今回も 50 代半ばの方を中心に多くの組合員・配偶者の方に参加をしていただきました。参加した組合員か

らのアンケートでは「今の時点で知っておきたいことが説明してもらえた」「具体的な説明でわかりやすかっ

た」「生活プランについては早い時期から考える必要があると思った」などのご感想をいただきました。 

セカンドライフセミナーについては，継続的な事業として来年度も 11 月に実施する予定です。 

※ セミナーの資料をご希望の方にお送りします。学校生協までご連絡下さい。℡ 0120-663-648 
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２０１8 年度第２回理事会を開催，上期の事業・決算報告を承認 

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，2018度上期（4月～9月）事業・決算報告，2017

年度末退職者の継続加入についてなど,5本の議案が審議され全て原案通

り承認されました。（理事 20人中 17人出席，監事 4名出席） 

2018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 1,060万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，手数

料事業収入も前年割れが続いていましたが，住宅事業などが好調で久々

に前年同期を超えることができました。 

【承認された議案】 

第１号議案 社会貢献積立金の一部取り崩しの件 

第２号議案 2018年度上期事業・決算報告・監査報告承認に関する件 

第３号議案 2017年度末退職者の継続加入承認に関する件 

第４号議案 新規採用教職員を含む学校生協未加入者の加入促進の件 

第５号議案 茨城県学校生活協同組合優良指定店認定規程制定の件 

※2019年度第 63回通常総代会は，2019年 6月 21日（金）を予定しています。 

2018年度上期損益計算書 (円) 
供給高       94,043,442 

供給原価         83,177,965 

供給剰余金       10,865,477 

手数料事業収入    32,615,500 

事業総剰余金     43,480,977 

事業経費               33,637,341 

事業外収益          769,253 

経常剰余金       10,612,889 

法人税等(見込み額)     3,560,000 

当期剰余金      7,052,889 

当期首繰越剰余金   9,865,349 

当期未処分剰余金  16,918,238 

学校生協指定店から ジュエリー特集 のお知らせ 
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クイズ これってなあに？ 

Ｑ  足し算クイズです。 

バイオリン＋和歌＝聴取（ちょうしゅ），烏賊＋牛＝配当（はいとう）， 

お金＋靴下＝遠足（えんそく），兎＋自動車＝話題（わだい）と熟語になります。 

それでは，電車＋釣り鐘＝     は, さてなんでしょうか？ 

漢字２文字の熟語でお答え下さい。       

 ＊答えがひとつとは限りません。 

そのうちのひとつをお答え下さい。 

クイズ・メッセージ応募要領 
ハガキまたはファックスにて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） 応募締切 2月 15日（金） 

 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） 

土浦市ビーすけ，龍ヶ崎市のりピー，ココ，鹿嶋市Ｗレインボーママ，那珂市のんたん，つく

ば市だんご，水戸市もりちゃん，石岡市まこりん，古河市Ｋ・Ｔ，筑西市くりさん，以上の方が

当選いたしました。（クイズの正解者は 32名でした） 

 

前回クイズこれってなあに？ 解答 

Ｑ 次の文字の全部とひらがなを組み合わ

せてことわざをつくってくださいね。 

木 口 𠆢 宀 力 良 

豕 火 艹  一 ノ 女 了   

 

Ａ「秋茄子（は）嫁（に）食（わすな）」   

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「冬休み」 

「春休み，夏休み，冬休みの中では，いちばん゛休み˝の感じがあります。家のことだけに集中できるので。寒い中での大掃除だけがゆう

うつです」 つくばみらい市肉屋のトンちゃん 

 

「忙しい日々の中，青空を飛ぶトンボとそのさらに遠方の自衛隊機，何ともシュールな光景を毎日見ています」 小美玉市マロ 

 

「冬休みはクリスマス，大晦日，お正月と大きなイベントを控え大人になってもワクワクします。楽しみがいっぱいです」 石岡市ゆっぴぃ 

 

「11月 17 日（土）のセカンドライフセミナーに参加をさせていただきました。とても勉強になりました」 水戸市まりぴん 

 

「昨年の冬休みはヘルニアで入院，手術と病院のベッドの上で過ごしたので今年はスノーボードなどをしてアクティブに過ごしたい」 

 城里町フジータ 

 

「『今年の年末年始は休みが取りやすい』と同僚に教えられ，海外旅行欲が高まってしまいました。ずっと台湾に行きたいのですが，夏は

暑すぎると聞くし，もしやこの冬休みが大チャンスだったのかな…！？」 かすみがうら市コウペンちゃん 

 

「冬休みと言えば，温泉めぐり。有名どころでなくとも，訪れてみれば穴場は多く，堪能できます。ただ，この頃は自分だけの都合では旅

に出られず，妄想温泉めぐりで終わることも多いですけど……。」 石岡市ヤンバルクイナ 

 

「車を乗っていると，イルミネーションが綺麗なおうちが多くあるのを見かけ，楽しませてもらっています。コンビニで買った熱々の中華

まんを食べながら家に帰るのも冬の楽しみの 1つです」 笠間市とっとこハリネズミ（小） 

 

「定年まであと少しになりました。定年後について，考えていかなければならないことが多いです。健康第一でがんばります。学校生協

は続けます」 日立のフェルメール 

いつもたくさんのメッセージありがとうございます。また教育文化事業「セカンドライフセミナー」では，多くの方々に参加をしていた

だきありがとうございました。今年は暖冬気味でしたが一気に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。業務の見直し改

善につなげていければと思います。 

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， 

「別れ・出会い」です。 

（テーマ以外のことでも結構です） 

 

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 ２０１９年３月３１日 

所属名           お名前 
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