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学校生協ニュース 

  

 

 

2021 年 6 月 25 日（金），水戸市のホテルレイクビュー水戸において，第 65 回学校生協通常総代会を開催し，2021

年度の事業計画など 9本の議案が提案どおり承認可決されました。今年度も新型コロナウイルス感染症蔓延の状況を

ふまえ「書面参加による総代会」を開催しました。 

 
 

第１号議案 2020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 16,252人，出資金は 1億 2千 273万円，供給高は 1億 8千 661万

です。14年連続での黒字決算となり，経常剰余金は, 1千 209万円でした。 

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 3％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

14,529,112円です。 

第３号議案 2021年度事業計画並びに予算案承認に関する件 

  2021年度の供給高目標を 1億 7千 150万円，前年実績比 91.9％とし，手数料

事業収入計画目標を 7千 68万円，前年実績比 119.7％としました。 

第４号議案 役員選任に関する件 

役員選任規約に基づき理事 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 2023

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 定款の一部改正の件 

  定款と実際に実施している事業に齟齬が生じているため，適正化をはかるた

め，定款の一部を改正しました。 

第６号議案 消費生活協同組合模範定款条例改正に伴う定款の一部改正の件 

  消費生活協同組合模範定款条例改正に伴い定款の一部を改正しました。 

第７号議案 役員選任規約の一部改正の件 

  消費生活協同組合法，消費生活協同組合法施行規則の改正に伴い，役員の選任

規約の一部を改正しました。 

第８号議案 役員報酬決定の件 

生協法の規定に基づき理事・監事の役員報酬総額の上限を定めました。 

第９号議案 議案決議効力発生の件  

  

損益計算書  
（2020年度決算）          単位円                   

供給高              186,613,165 
供給原価            165,839,623 

供給剰余金             20,773,542 

手数料事業収入       59,063,866 

事業総剰余金         79,837,408 

事業経費                 71,188,718 

事業剰余金               8,648,690 

事業外収益                3,445,540 

経常剰余金        12,094,230 

法人税等                     365,414 

法人税等調整額         2,219,104 

当期剰余金               9,509,712 

 

当期未処分剰余金    20,004,432 

  

＊当期繰越剰余金は当期首繰越剰余金との合

計額です 

 

剰余金処分案   単位円 
当期未処分剰余金   20,004,432 

剰余金処分額 

 1 利用分量割戻金    4,247,990 

 2 出資配当金        1,227,330 
  

次期繰越剰余金       14,529,112 
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2021年 6月 25日 開催 

 

～指定店からのお知らせ～ 

株式会社グランド     
〒308-0848 

茨城県筑西市幸町３－１１－２７    
 

 

担 当 :永島 卓 
 

ＴＥＬ:0296(28)1916 

ダイヤの大きさ・グレードに

より価格が変わります。 

担当までお問い合わせくださ

い。 
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各種カードがなんと！ 

年会費無料でつくれます！ 
※ご希望の方は学校生協までご連絡ください。 

ページ３ 

6 月 25 日の総代会当日，第 1 回理事会を開催し，互選により役付理事及び代表理事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。今回選出された役員の任期は，2023年

の通常総代会までとなります。 

 

２０２１年度第１回理事会・監事会報告 

 役付理事（理事長，副理事長，専務理事，常務理事）及び特定監事を選出 

 

学校生協では，2021 年度も組合員の皆様に有意義と

なるようなイベント開催を予定しておりましたが，新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み，誠に残念ですが

イベント中止を決定いたしましたのでお知らせいたしま

す。 

 
●ＴＡＳＡＫＩ宝塚ツアー 開催中止 

●ＡＮＡ機体工場見学  開催中止 

●地引網体験     開催中止 
 

楽しみにしてくださっていた組合員の皆様，申し訳ご

ざいません。今後も中止もしくは延期が決定しましたら

随時お知らせいたしますので，引き続きよろしくお願いい

たします。 

役職名 氏  名 所属・勤務箇所等 

代表理事・理事長 吉田   豊 茨城県学校生活協同組合 

副理事長 大塚  昌弘   

睦  
茨城県学校長会・水戸市立三の丸小学校 

副理事長 石井  純一 茨城県高等学校長協会・水戸第二高等学校 

副理事長 杉山   繁 茨城県教職員組合 

代表理事・専務理事 中山  幸男 茨城県教職員組合 

常務理事 渡邊  勇一 茨城県教職員組合 

理事 石井  孝典  茨城県教職員組合県北支部 

 理事 井上  敬悟 茨城県教職員組合那珂大子支部 

理事 藤咲   豊 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 髙野   武 茨城県教職員組合鹿行支部 

 

 
理事 皆川  正仁 

 
茨城県教職員組合土浦支部 

理事 植木    正 

 
茨城県教職員組合常総支部 

理事 小林   勉 

 
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 内田  和子 茨城県学校長会・水戸市立第一中学校 

理事 蓮田   斉 茨城県高等学校教職員組合・下妻第二高等学校 

理事 高村  祐一 茨城県高等学校長協会・水戸第一高等学校 

理事 竹貫 美由紀 茨城県教職員組合事務職員部 

理事 斎藤  克久 茨城県公立高等学校事務職員研究会・波崎柳川高等学校 

監事・特定監事 井坂  功一 茨城県教職員組合 

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・下館工業高等学校 

監事 萩谷  孝男 茨城県学校長会・水戸市立浜田小学校 

監事 飯山 美都子 茨城県高等学校長協会・鉾田第一高等学校 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大による 

イベント中止のお知らせ 

◇ＤＣ ＶＩＳＡ ゴールドカード◇ 

ETC カードも年会費無料でつくれます。 

 

ゴールドカードなのに年会費無料！学校生協の組合員

証を兼ねているクレジットカード。指定店・提携店ではご

提示いただくだけで割引サービスを受けられる店舗も

ございます。たいへんお得で便利なカードです。 

◇ＡＳＳＯＣガソリンカード◇ 

 
全国の ENEOSガソリンスタンドにて組合員価格で給油

ができるカード。 

給油額の変動はホームページでかんたんに確認がで

きます。 
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ご意見・メッセージご紹介 メッセージテーマ「今なんとかしたいこと」 
 

茨城県では昨年４月にコロナ禍による緊急事態宣言が発出されましたが，それ以前か

ら，高齢者住宅に住んでいる母との面会ができなくなりました。その代わり，月１回職員の

方を通じて，愛読書とお手紙を手渡してもらっています。早く母の元気な姿を見たいと

願っている今日この頃です。 筑西市 しか子 

 

一人一台端末が整備されたのはいいものの，ルールや情報モラル教育が十分できてい

ないと感じています。便利な反面，トラブルのもとでもあり，「今（すぐ）なんとかしたい」

と感じています・・・ 取手市 けろぱん 

 

ステイホームの日々が続くなか，私なりの楽しみは毎日の食事をお気に入りの食器に盛

りつけていただくことです。和食に合うもの，洋食に合うもの，カフェのようなごはんを

演出できるもの，さまざまです。 ところが，食器棚の容量にも限界があるので，いろい

ろ溢れてきています。食器類の整理，なんとかしたい・・・！！ 笠間市 カリ丸 

 

子どもたちの成長を感じる瞬間ほどうれしいものはありませんが，体重計に乗って自分

が横に成長している現実を突きつけられると，「このお腹をなんとかしたいなぁ・・・」と思

います。 足の爪切や靴下をはく瞬間，自然に気合が入ります。 つくばみらい市 なかよし 
 

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。 

新型コロナウイルスとの闘いの日々・・・もう１年半以上もマスク生活。きっと，新型コロナウイルス感

染拡大する前から医療現場は大変だったはず。医療従事者の方々には日々，感謝しております。 

秋号（9月）号のメッセージテーマは「コロナに物申す！」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。 
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クイズ これってなあに？ 

Q. ＡグループとＢグループの違いは何でしょうか？ 

 

Ａ： 闇  昼  芽  里  路  聞  箸 

Ｂ： 光  夜  種  郷  道  言  器 

  
ヒント１ 何かがくっつきます 

ヒント２ 漢字は７つあります 

 

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。ファックスまたはメールでも結構です。 

（FAX：0120-663-638 メール itc@ibagaku.jp） 

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 13 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。 

常陸大宮市【永遠のＳ６】さん、坂東市【トレッキングサイコー】さん、鉾田市【ポーちゃん】さん、桜川市【こーちゃん】さん、結城

市【まっちゃん】さん、石岡市【ぷぅ】さん、他  （クイズの正解者は 24名でした。） 

前回クイズ これってなあに？ 解答 
Q  次の□□にそれぞれ同じカタカナ２文字を入れると言葉になります。 

   その２文字はなんでしょう？ 
 

    □□カイ  シ□□シ  リ□□  
A.ケン（見解・試験紙・利権） 

 カイ（開会・歯科医師・理解） 

 

答えは「ケン」と思い問題作りをしましたが、他にも当てはまる言葉があ

りましたね。どちらも正解にしました。ラッキー問題でしたね♪ 

ガクアジサイ 
5月～7月頃が開花期。じつは、周

りの大きい花に見える部分は花で

はなくガクで、真ん中の粒々のと

ころが花です。 

 

学校生協マイページ 
 

今後，請求明細がマイページ上で

いつでも・どこでも・かんたんに確

認できるようになります。 

（１１月請求分から閲覧できるように

準備中です♪） 

プレゼントキャンペーンも実施中で

すので，ぜひご登録をお願いいた

します。 

（詳しくはホームページをご覧く

ださい。） 

 

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 
 

2021年 9月 30日 


