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学校生協では，5月 30日開催の第 4回理事会で，新たに「学校教育活動支援助成金・社会貢献活動支援助成

金制度」を制定しました。この制度は，学校や教育関係団体，地域のボランティア団体が行う，教育活動や各事業

及び社会貢献活動に対して，学校生協が年度ごとに一定の助成（一団体あたり最大 10万円）を行う制度です。  

昨年までは，教育関係団体のみの助成制度でしたが，今回からは助成の範囲を拡げ，学校やボランティア団体

なども対象としましたので，よろしくお願いいたします。 

なお，各所属あてには，６月２６日付け茨学協第 14号「学校教育活動支援助成金・社会貢献活動支援助成金制

度制定と活用について」文書を送付していますのでご参照願います。 

   〈対象とする団体及び活動〉 

  ・ 学校教育支援活動……教育研究団体，学校，教育機関が行う教育活動及び事業 

              （地域との連携・協力して行う活動を含む） 

  ・ 社会貢献活動…………学校，教育機関，ボランティア団体，ＮＰＯ団体が行う社会貢献活動及び事業 

         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 

６月８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８日，２０１９年度第１回「住まいのなんでも相談会」を開催しました。 

今回は，個別相談を随時実施する中，下記の「講座（知って得する住まいのミニセミナー）」を５つ行い，またハーバリウ

ム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。 

 

 
 

 
 

「学校教育活動支援助成金・社会貢献活動支援助成金制度」を制定 
 申請受付期間 ２０１９年６月から８月 31日まで （一団体最大 10 万円まで助成） 
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2019 年 6 月 21 日（金），水戸市のホテルレイクビュー水戸において，第 63 回学校生協通常総代会を開催し，2019

年度の事業計画など 6 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 99 名（実出席 29

名，書面議決書出席 70 名）でした。なお，本総代会をもって伴副理事長，横田副理事長を含む理事 4 名，監事 1 名の

方が退任されました。 

 

2019年 6月 21日 開催 

第１号議案 2018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 15,611人，出資金は 1億 1千 437万円，供給高は 1億 9千 901万で

す。12年連続での黒字決算となり，経常剰余金は, ほぼ前年度並みの 1千 802万円

でした。 

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％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

10,818,481円です。 

第３号議案 2019年度事業計画並びに予算案承認に関する件 

  2019年度の供給高目標を 1億 8千 200万円，前年実績比 91.5％とし，手数料事業

収入計画目標を 6千 20万円，前年実績比 94.4％としました。 

第４号議案 役員選任に関する件 

役員改選年度のため理事 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５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６号議案 議案決議効力発生の件  

損益計算書  
（2019年度決算）          単位円                   

供給高             199,011,278 
供給原価                          176,006,099 

供給剰余金            23,005,179 

手数料事業収入       63,790,763 

事業総剰余金         86,795,942 

事業経費                               71,465,456 

事業剰余金             15,330,486 

事業外収益               2,685,117 

経常剰余金       18,015,603 

法人税等                                3,763,115 

法人税等調整額                    △  400,314 

当期剰余金             14,652,802 

当期繰越剰余金      10,855,357 

（ 当期繰越剰余金は当期首繰越剰余金と社会

貢献積立金取崩剰余金の合計額 ） 

当期未処分剰余金   25,508,159 

  

＊当期繰越剰余金は当期首繰越剰余金と社会

貢献積立金取崩剰余金の合計額です） 

 

剰余金処分案   単位円 
当期未処分剰余金   25,508,159 

剰余金処分額 

 1 利用分量割戻金    6,546,008 

 2 出資配当金        1,143,670 

 3  任意積立金    7,000,000 

（ 社会貢献積立金 2,000,000円と， 

財政調整積立金 5,000,000円の合計額） 

次期繰越剰余金        10,818,481 

 
 

 

教職員共済・生協指定店からのお知らせ 
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6 月 2１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 3 名，専務理

事 1 名，常務理事 1 名）の選出と，代表理事 2 名を選定いたしました。また，第 1 回の監事会も行われ，特定監事 1 名を互選

により選出し，監査方針・計画案が了承されました。今回の役員の任期は 2年で，2021年の通常総代会までとなります。 

第１回理事会・監事会報告， 理事長に吉田理事を，副理事長に鬼澤理事，村田理事，杉山理事を選出 

役職名 氏  名 所属・勤務箇所等 

代表理事・理事長 吉田   豊 教職員共済茨城県事業所 

副理事長（新任） 鬼澤   真寿   

睦  
茨城県学校長会・三の丸小学校 

副理事長（新任） 村田  一弘 茨城県高等学校長協会・緑岡高等学校 

副理事長（新任） 杉山   繁 茨城県教職員組合 

代表理事・専務理事 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 小薗江 徹朗 茨城県教職員組合県北支部 

 理事 菊池  泰宏 茨城県教職員組合那大支部 

理事 津田  政徳 茨城県教職員組合県央支部 

 

 
理事 中川  匡弥 

 
茨城県教職員組合東西支部 

理事 深作  貴之 茨城県教職員組合鹿行支部 

 

 
理事 中嶋  理道 

 
茨城県教職員組合土浦支部 

理事 臼井   久仁 

 
茨城県教職員組合常総支部 

理事 西岡  武浩 

 
茨城県教職員組合県西支部 

理事 斎藤  義夫 

 
茨城県教職員組合稲北支部 

理事 田口  雅巳 茨城県教職員組合事務職員部・岩瀬西中学校 

理事 蓮田   斉 茨城県高等学校教職員組合・下館第二高等学校 

理事（新任） 小野瀬 繁子 茨城県学校長会・水戸第三中学校 

理事（新任） 石井  純一 茨城県高等学校長協会・水戸第二高等学校 

理事（新任） 岡本  和浩 茨城県公立高等学校事務職員研究会・下妻第一高等学校 

監事・特定監事 渡邊  勇一 茨城県教職員組合 

監事 林  まち子 茨城県高等学校長協会・下館第二高等学校 

監事 豊田  龍彦 茨城県教職員組合 

監事 石塚  健一 茨城県高等学校教職員組合・土浦工業高等学校 

監事（新任） 皆川  澄雄 茨城県学校長会・水戸第四中学校 

  

 
 学校生協では，ミサワホームのご協力により，出前授業「南極クラス」を各学校で開催しており，今年

もすでに 10 校からの応募を頂いております。 

今回「南極クラス」を，教職員の皆様に広くご紹介し，多くの学校でご活用頂くため，出前授業「南極

クラス」講演会を開催いたします。職場の皆様にもお声かけ頂き，多くの方々のご参加をお待ちしてい

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，参加を希望される方は，ファックスに

て申込書を学校生協までお送り下さい。 

申込締切 8 月 9 日（金） お問い合わせは，学校生協 ℡ 029-301-1071 まで 

学校生協 教育文化事業  〈 主催茨城県学校生活協同組合 協賛ミサワホーム株式会社 協力国立極地研究所 〉 

先生方のための 出前授業「南極クラス」講演会を開催 ！ 8月 19日（月）茨城教育会館 ３ Ｆ  

 

講師 「南極先生」 井熊
い く ま

 英
えい

治
じ

氏  

・ 南極活動実績 第 47 次,50 次，52～53 次南極地域観測隊・越冬隊 

 （2005.11～2007.3， 2008.12～2010.3， 2010.11～2011.3， 2011.11～2012.3） 

・ 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 

〈日程〉 

開 会         13 時 

「南極クラス」講演 

     13時 10分～15時 20 分 

閉 会     15時 40分 
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ご意見・メッセージご紹介 メッセージテーマ「梅雨明け」 

 
「梅雨が明けると本格的な夏，昔はクーラーなしでも過ごせたけど昨今は命にかかわるほどの暑

さが続きます。体調管理にはくれぐれも気をつけたいものです」 ゆっぴい 

 

「週４回ジムに通って体脂肪ついに 20％きりました。（50代女子） 梅雨明けまでにもう少し絞って

ノースリーブをかっこよくきたいです」 ぴょん 

 

「梅雨入りと梅雨明けを知らせる花といわれるタチアオイ。てっぺんの花が咲くと梅雨明けになる

そうです。今年は酷暑にならないよう祈るばかりです」 ムーミン好き 

 

「梅雨明けといえば，真っ先に思いうかぶのは『熱中症』今年ももうすぐ心配な季節がやってきま

す。体が暑さに慣れていない, 梅雨明け頃の急な暑さの方が危険といわれています。皆様もどう

ぞご自愛ください」 そらママ 

 

「例年 5月の末は暑い日が続き，6 月にプール開きが終わった途端梅雨入りするパターンが多い

のですが今年はどうでしょうか……子どもたちは今からプールを楽しみにしています」 ＮＡＯ 
  

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。 

梅雨入りし，今年も九州で大雨のニュース，災害にならないことを祈るばかりです。 

クイズの解答，メッセージのほかに，学校生協への要望，ご意見，質問，取扱い品目など，何かありましたらどの

ようなことでも結構ですのでお寄せ下さい。業務の見直し・改善につなげていければと思います。  

 ファックス ０１２０－６６３－６３８ 

【お知らせ】 

退職され，引き続き学校生協継続組合員となられた方で，「生協ニュース」の購読を希望される方には，自宅

あてに「生協ニュース」を郵送します。ご希望の方は学校生協までご連絡下さい。 

ＴＥＬ ０１２０－６６３－６４８ まで 

クイズ これってなあに？ 
  表の左側の物にあって，右側の物にないものはさてなんでしょうか？ 

    ある   ない 

  救急車  消防車 

敵   味方 

   農業   漁業 

   能力   無力 

航空機  旅客船 

 

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ＪＣＢギフトカード 1,000 円分をプレゼント。応募締切 8月 21 日（水） 
   ※ 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） 

笠間市ガンバレ！ジャイアンツ，鉾田市ひらりん，ウバザクラ，神栖市ＳＡＩＧＩＮ，常陸大宮市わたぴー，つくばみらい市はなころ，鹿嶋

市Ｗレインボーパパ，にゃんこ先生他 2名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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サギスゲ 

来場予約＆ご来場の方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！ 

暮らし快適 家具フェア 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 029-243-1411） 
※ 紹介カードは切り取るかコピーをしてご使用下さい。 

カリモク家具水戸ショールームにてご提示下さい。 

※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 9 月 30 日 
お名前：            

所 属：            

Dictionary ? 

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「秋（の）思（い）」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

た方には粗品を進呈いたします。 

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一つの熟語にし

てくださいね。 

  口 木 心 三 ノ 火 人 

木 心 日 ノ 火 十 

 

Ａ 「 春 愁 秋 思 」でした。 


