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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未だ終息には至っておらず，増加の傾向も見 

られます。今後の長い取り組みが求められています。そのような中，2020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。2021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。 
2021 年１月 茨城県学校生活協同組合 役職員一同 

 

 

※ 退職時に、  

新たにつくること

もできます。 

明けましておめでとうございます  

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 住まいのなんでも相談会    ５ 住まいのなんでも相談会「参加確認書」 

 ６ みんなの声・メッセージ・クイズコーナー 

 

２０２1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，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」を郵送しておりますので，「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，２月末までに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」に配当金を付け，2021 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

続または退会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） 

2021 年 5 月 31日 

組合員証 DC ゴールドカード 

 
 

 ※ 退職時に、  

新たにつくること

もできます。 

 

２０２１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 
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今後、茨城県学校生協専用の WEBマイページを開設いたします 

只今、 

準備中♪ 

WEBマイページ・専用アプリによるメリット 

 

2020 年度上期損益計算書 (円) 
供給高      94,042,033 

供給原価     82,398,844 

供給剰余金       11,643,189 

手数料事業収入   30,260,442 

事業総剰余金     41,903,631 

事業経費         35,640,392 

事業外収益         753,412 

経常剰余金       7,016,651 

法人税等(見込み額)    29,059 

当期剰余金     6,987,592 

当期首繰越剰余金 10,494,720 

当期未処分剰余金 17,482,312 

11月 9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，2020度上期（4月～9月）事業・決算報告，2019

年度末退職者の継続加入についてなど,4本の議案が審議され全て原案通り

承認されました。2020年度上期の決算では，事業剰余金は約 6,263千円,

経常剰余金は 7,016千円となっています。また，県の指導検査に基づき，

実務に合ったものとするため会計規則を改定しました。さらに，マイペー

ジの運用開始について確認しました。 

 

【承認された議案】 

第１号議案 2020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 会計規則の改定に関する件 

第３号議案 マイページ運用開始について 

第４号議案 2019年度末(2020年 3月 31日)退職者の継続加入承認に関する件 

 

学校生協では組合員の皆さまに，より使いやすく分かりやすいサービスを提供するために WEBマイページの開設準備を

しております。同時に、スマホで学校生協専用アプリをダウンロードしていただき，アプリからも様々なサービス情報を閲覧で

きるように準備を進めています。準備が完了しだい随時皆さまへ告知しますので登録をよろしくお願いいたします。 

２０２０年度第２回理事会を開催，上期の事業・決算報告を承認 
 

ページ２ 

⒈ご利用明細が見られるようになります。 
毎月ハガキで届いていたご利用明細書がいつでも簡単に WEB で見られるよう

になります。 

 
⒉住所変更やご連絡先変更がご自身でできるように 

なります。 
これまで住所変更やご連絡先に変更があった場合は，学校生協までお電話か

FAXでご連絡をいただき，変更手続きを行っていただいておりましたが，マイペ

ージにご自身でログインしていただき、簡単に変更ができるようになります。 

⒋指定店・提携店一覧が見られるようになります。 
学校生協は様々な指定店・提携店があります。組合員証をご提示いただくと割引

サービスが受けられますので，一覧をご確認いただき是非ご利用ください。 

⒊デジタルクーポンがご利用できるようになります。 
指定店・提携店のデジタルクーポンを発行し，簡単に利用できるようになります。 

 

指定店からのお知らせ 

※イメージ 

           マイページ 
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ページ５ 

 



 

 

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：愛知県 福岡県 大阪府 東京都 北海道 

Ｂグループ：神奈川県 京都府 茨城県 熊本県 千葉県 
では 岡山県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？ 

 

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 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 2021年 2月 5

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） 
土浦市ともぞう，友部市池野カッパ，大子町ごっちゃん，鉾田市ふぅちゃん，常陸大宮市フラウ

ちゃん，水戸市メガネ，筑西市礼チャン，高萩市猫山ハル，他（クイズの正解者は５４名でした） 

 

前回クイズこれってなあに？ 解答 

Ｑ □に入るアルファベットはなんで 

しょうか？ 

 （ヒント ひらめき問題です。手で使

うものです。） 

 

Ａ Ｓ Ｄ Ｆ □ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ 

 

答： G  

（キーボードの列） 

メッセージ・みんなの声・ご意見ご紹介 メッセージテーマ「2020年振り返り」 
 

2020年は娘が４月から大学入学。楽しいキャンパスライフのはずが，ずっとオンラインのため在宅でした。 しかし，空き時間に布団干し

や洗濯，片付けをしてくれているため，家族みんな大助かりでした。どんな状況でも，今できることを楽しんで取り組むことの大切さを娘

から学びました。大変だったけど印象深い一年でした。 日立市 くま子 

 

2020年もあっという間に過ぎました。コロナ関係でいろいろな事が変更になり慌ただしかったです。ただ，みんなで力を合わせて何とか

するのがさすがだなって改めて思いました。健康に気を付けてこれからもがんばっていきたいですね。 鉾田市 スワンウエスト 

 

食料品に教材に・・・ゆっくり買い物にも行けない忙しさの中，学校生協さんからのニュース，カタログをいつも楽しみにしています。クイズ

の問題とにらめっこしていた私の横を通った高校生の息子が，チラッと見ただけで即答！毎日パソコンを使っているのに情けない。若者

のひらめきに脱帽です（笑） 取手市 sunflower 

 

共同購入では，植物や苗や苗木など，ホームセンターにないユニークなものがあってよく利用させていただいています。これからもよろ

しくお願いします。つくばみらい市 りんぞうくん 

 

学生協の個包装のおかしは職員室で配ると同僚は大喜びです。又，家族ではアマノフーズの味噌汁など大助かりです。いつも食生活及

び仕事を支えて下さる学生協，感謝 感謝です。ありがとうございます。 鹿嶋市 ネコにまっしぐら 

  

やっといつもの学校生活が始まったような気がします。コロナが落ち着き，何も心配しなくていい日々が戻るといいなと思います。 つ

くばみらい市 し～こっこ 

 

いつもたくさんのメッセージありがとうございます。今回もたくさんのメッセージをお寄せいただきましたがペンネームがなく掲載で

きなかった方が多くおりました（涙）ペンネームもお忘れなく記入をお願いします♪ 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。 

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， 

「今年の目標」です。 

（おたよりはテーマ以外のことでも結構です） 

ページ６ 

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 ２０２1 年５月３１日 

所属名           お名前 
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アザレア 

 


