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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，学校生協の様々なサービス・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，定年退職となる方にはすでに「退職に伴う諸手続きのご案内」をお送しておりますので，早期に「退職に伴う継続

確認書」にて，継続または脱退をご記入の上，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きましては 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・利用割戻金を付け，2022 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

は脱退の手続をお願いいたします。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） 

 

 

 

  

 

 

 

目次（ページ）  主な内容 

１ 新年のごあいさつ／今年度（3月末）退職される方へのご案内     ２ 第２回理事会報告／学校生協及び指定店からのお知らせ 

３ 教職員共済からのお知らせ                           ４ みんなの声・メッセージ・クイズコーナー 

※ 退職時に、  

新たにつくること

もできます。 

2022 年 3 月 31日 

 

２０２2 年冬（１月）号           茨城県学校生活協同組合    

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978-46 茨城教育会館１階  

☎  029-301-1071    FAX 029-301-1078 

組合員証 DC ゴールドカード 
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明けましておめでとうございます 
 

２０２２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 

 

 三井ホーム、ミサワホーム、トヨタホーム茨城、住友
林業、大和ハウス工業、一条工務店、パナソニックホ
ームズ、那珂ハウジング、住友不動産、藏持、ミサワ
リフォーム関東、カナメ、根子左、日本住宅塗装協
会、サンヨーホームズ、サンヨーリフォーム、パナソ
ニックリフォーム、東建コーポレーション 
 

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御礼申し上げます。 

 昨年から続く新型コロナウィルス感染拡大はだいぶ収まってきていますが，第６波が懸念されており，まだ安心という状

態には至っておりません。引き続きの対策が求められています。 

 そのような中，2021年度上期の決算においても，剰余金を計上することができました。これもひとえに組合員の皆様の方

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。2022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。 
 

2022年 1月 茨城県学校生協協同組合 役職員一同 

 



 

 

  

 

  

 

※イメージ 

 

11月 19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，2021 度上期（4 月～9 月）事業・決算報告，いばら

きダイバーシティ宣言の件の議案が審議され,原案通り承認されました。

2021 年度上期の決算では，事業剰余金は約 48,260 千円,経常剰余金は

10,610 千円となっています。また,茨城県の依頼を受け,学校生協は県生協連

とともに「いばらきダイバーシティ宣言」を発表することとしました。 

 

【承認された議案】 

第１号議案 2021 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 いばらきダイバーシティ宣言の件 

 

2021 年度上期損益計算書(円) 
供給高       80,434,016 

供給原価      69,319,618 

供給剰余金        11,114,398 

手数料事業収入    37,145,707 

事業総剰余金      48,260,105 

事業経費          38,162,421 

事業外収益          512,703 

経常剰余金       10,610,387 

法人税等(見込み額)     38,371 

当期剰余金     10,572,016 

当期首繰越剰余金  14,529,112 

当期未処分剰余金  25,101,128 

※イメージ

 

 

 2021年 5月 10 日から WEBマイページの運用を開始し，登録者数は着々と増えております。 １１月からはご請求明細が WEBマ

イページにて確認できるようになりました。給与控除・口座引落し・振込用紙それぞれ表示されます。とても簡単で便利に確認で

きますので，ぜひご活用ください。 

２０２1年度第２回理事会を開催，上期の事業・決算報告を承認 
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指定店からのお知らせ 

 

  

株式会社 グランド   担当：永島  TEL:0296(28)1916 
           サイズやグレードなど各種取り揃えております。 

修理・リフォームも承ります。お気軽にお問い合わせくだ

さい。 

 

 

茨城県学校生協WEBマイページにて 

ご請求明細が確認できるようになりました！！ 

いばらきダイバーシティ宣言 

【宣言】 

茨城県学校生活協同組合は，少子高齢化の中で多様化する課題を抱え混迷する社会において，「国籍」「性別」「障がい者」「高齢者」など，さ

まざまな特性やバックグラウンドを持つ人達が働きやすい環境をつくり，活躍の場を広げることが，多様な人材と価値観を認め合う組織風土を醸

成し，豊かな地域社会づくりに結びつくと考えます。「多様な人材が一緒に働くことが組織を活性化させる」ことの実現に向け，個々人の差別や

ハラスメントをなくし，多くの人たちとの関わりや対話を通して，多様性を受容する社会づくりをすすめてまいります。 

 

 

アコヤ真珠 

イヤリング or ピアス付 

アコヤナチュラルパール 

イヤリング or ピアス付 

黒蝶真珠 

イヤリング or ピアス付 

３ＷＡＹ 

Ｗ馬蹄ペンダント ダイヤペンダント 

 



 

 

学校生協ニュース 
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クイズ これってなあに？ 

Ｑ ある条件をもとに二つのグループに分けました。 

   Ａグループ：熊本県 鳥取県 石川県 宮城県 北海道 

Ｂグループ：福岡県 島根県 富山県 宮崎県 沖縄県 
では 大阪府はどちらのグループに入るでしょうか？ 

その条件とは何でしょうか？ 

（ヒント）ひらがなで書いてみてください。何かが入っていますよ。 

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（お忘れなく） 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。（Fax 0120-663-638, メール itc@ibagaku.jp） 応募締切

2022年 2 月 7 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） 
つくば市ぶるさん，水戸市すみさん，土浦市まめふじさん，小美玉市クロネコキョンキョンさ

ん，稲敷郡河内大好きさん，鉾田市シャックさん，常陸大宮市のんさん，かすみがうら市四万騎の

八幡太郎さん，鉾田市ニューシネマさん，他（クイズの正解者は２０名でした） 

 

前回クイズこれってなあに？ 解答 
 

植物の名前を漢字にしました。読みをひ

らがなで書いてください。 
 

Ａ：撫子  Ｂ：女郎花  Ｃ：無花果  

Ｄ：百日紅 Ｅ：芥子 
 
答 

Ａ：なでしこ Ｂ：おみなえし Ｃ：いちじく 

Ｄ：さるすべり Ｅ：けし（からし・かいし） 

 

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 

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， 

「今年の抱負」です。 

（おたよりはテーマ以外のことでも結構です） 

 
サザンカ 

メッセージ・みんなの声・ご意見ご紹介 メッセージテーマ「お正月」 
 

お正月といえば「おせち」。妻の「黒豆」が楽しみです。  土浦市 まめふじさん 

 

年の重ねるごとに四季の食物を見るのが楽しくなりました。 小美玉市 クロネコキョンキョンさん 

 

温暖化の中，たまに降る雪には情緒を感じます。中学校の時の掃除の時に流れていたイルカの「なごり雪」を思い出します。高速通勤の今

では雪はほどほどにお願いしたいです。 稲敷郡 河内大好きさん 

 

「我が家のお正月は毎年、ハワイで過ごすのよ。オーッホッホ。」なーんて、いつか言ってみたいです。コロナが落ち着けばいつかは行ける

かな？ 鉾田市 シャックさん 

 

毎年，親せきからたくさんのおもちが届きます。ネットのレシピ集を見てアレンジすると意外にすぐ消費してしまいます。おすすめは「もちピ

ザ」「めんたいバターもち」です。正月太りに気をつけて過ごします。 常陸大宮市 のんさん 

 

お正月と言えば，お雑煮。お雑煮をいっぱい食べて，歳神様の魂を体内にしっかりと取込み，2022年も元気に歩んでいきたい。 かすみが

うら市 四万騎の八幡太郎さん 

 

コロナ禍で子どもの行動・活動制限が厳しくなされている。それによる弊害も多く見られる。ようやく下火となった今，はっきりとした科学

的根拠にもとづく「○○はできる」という行動様式を文科なりの専門機関から出してもらいたい。「○○はダメ」に比べて，その動きが遅す

ぎる。子どもにとって失われた時間はもどってこないのだから。 鉾田市 ニューシネマさん 

 

いつもたくさんのメッセージありがとうございます。お正月の過ごし方で一番多く寄せられたメッセージは「寝正月」でした（笑）年度末

にかけてますます忙しくなることが予想されます。今のうちにエネルギーを満タンにして，2022 年も頑張っていきましょう♪皆様にとって

今年も良い年となりますようにお祈り申し上げます。寒さも厳しくなってきましたので，皆様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。 

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 ２０２２年３月３１日 

所属名           お名前 

 

────────────── ───────────── 
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