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学校生協では，昨年，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。  

2019年度は，各学校など 31団体に総額 192万円の助成を行いました。 

 

今年度は，新型コロナウイルス感染拡大に伴い，教育活動が一時停滞せざる得ない状況に追い込ま

れました。学校生協の「学校教育活動支援助成金・社会貢献活動支援助成金制度」に基づく助成金申請

受付も見合わせています。正常な教育活動に戻るのも時間がかかることが予想されるため，今年度に

限り「学校教育活動支援助成金」申請受付は見送りたいと思います。 

なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 
 

 

「学校教育活動支援助成金制度」の今年度見送りについて 

 

 

目に見えないウイルス感染恐怖との闘いの最中，医師や看護師などの医療従事者の皆さま，介護従

事者の皆さま，配達を担う物流事業者の皆さま，食品販売店やドラッグストアなどの販売員の皆さまな

ど，多くの方々に私たちの生活を支えていただきました。 緊急事態宣言が解除となった現在も，感染

拡大防止にご尽力いただいている全ての皆さまに，心から感謝を申し上げます。 

また教育現場でも，休校要請から実施までの期間がわずかな数日しかなくスピード感を求められ，子

どもたちへの学習支援や環境整備など，対応には大変な思いをされたことと存じます。さらに，学校再

開に向けて子どもたちへの感染予防対策の徹底，分散登校などへの対応等，多くのご苦労があったこ

ととご推察申し上げます。 心よりご慰労申し上げます。 

県内の新型コロナウイルスの感染状況は徐々に落ち着きを見せておりますが，学校生協としまして

も，気を緩めることなく 3 密（密閉，密集，密接）に注意し，『新しい生活様式』を実践しながら，引き続

き感染拡大防止に取り組んで参りたいと思います。 今後とも学校生協のご利用よろしくお願い申し

上げます。 

2020 年 9 月 30 日 
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2020 年 6 月 26 日（金），水戸市のホテルレイクビュー水戸において，第 64 回学校生協通常総代会を開催し，2020

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。今年は厚生労働省からの新型コロナウイルス感

染拡大防止の協力要請依頼をうけて，「書面参加による総代会」を開催しました。なお，本総代会をもって鬼澤副理事

長，大森専務理事を含む理事 10名，監事 3名の方が退任されました。 

 

第１号議案 2019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 15,476人，出資金は 1億 1千 693万円，供給高は 2億

3千 948万です。13年連続での黒字決算となり，経常剰余金は, 1千

584万円でした。 

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 10,494,720円です。 

第３号議案 2020年度事業計画並びに予算案承認に関する件 

  2020年度の供給高目標を 1億 9千万円，前年実績比 79.3％とし，

手数料事業収入計画目標を 5千 850万円，前年実績比 97.1％としま

した。 

第４号議案 役員選任に関する件 

人事異動等に伴う補充役員（理事 10名，監事 3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 2021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             239,485,973 
供給原価           214,886,640 

供給剰余金            24,599,333 

手数料事業収入       60,268,576 

事業総剰余金         84,867,909 

事業経費                 72,134,272 

事業剰余金              12,733,637 

事業外収益                3,113,813 

経常剰余金        15,847,450 

法人税等                   2,151,722 

法人税等調整額             37,369 

当期剰余金              13,658,359 

当期繰越剰余金       10,818,481 

（ 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    24,476,840 

  

＊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   24,476,840 

剰余金処分額 

 1 利用分量割戻金    8,812,780 

 2 出資配当金        1,169,340 

 3  任意積立金    4,000,000 

（財政調整積立金 4,000,000円） 

次期繰越剰余金        10,494,720 

 

教職員共済・生協指定店からのお知らせ 
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2020年 6月 26日 開催 
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2019 年度～2020 年度 学校生協役員 

ページ３ 

6月 26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（副理事長１名，専務理事 1名，常務理事 1名）を選

出し，代表理事１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，残任期の 2021年の通常総代会までとなります。 

２０２０年度第１回理事会・監事会報告 

 副理事長に小野瀬理事，専務理事に中山理事，常務理事に渡邊理事を選出 

役職名 氏  名 所属・勤務箇所等 

代表理事・理事長 吉田   豊 茨城県学校生活協同組合 

副理事長 小野瀬 繁子 

真寿   睦  
茨城県学校長会・水戸市立第三中学校 

副理事長 村田  一弘 茨城県高等学校長協会・緑岡高等学校 

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（新任） 渡邊  勇一 茨城県教職員組合 

理事 中川  匡弥 

石井  孝典 

茨城県教職員組合東西支部 

 理事 斎藤  義夫 

 
茨城県教職員組合稲北支部 

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 石井  純一  

豊 
茨城県高等学校長協会・水戸第二高等学校 

理事 岡本  和浩   

武 

茨城県公立高等学校事務職員研究会・下妻第一高等学校 

 理事（新任） 石井  孝典 茨城県教職員組合県北支部 

理事（新任） 井上  敬悟 茨城県教職員組合那珂大子支部 

理事（新任） 藤咲   豊 茨城県教職員組合県央支部 

理事（新任） 髙野   武 茨城県教職員組合鹿行支部  

理事（新任） 皆川  正仁 

 
茨城県教職員組合土浦支部 

理事（新任） 植木    正 

 
茨城県教職員組合常総支部 

理事（新任） 小林   勉 

 
茨城県教職員組合県西支部 

理事（新任） 竹貫 美由紀 茨城県教職員組合事務職員部 

理事（新任） 大塚  昌弘 茨城県学校長会・水戸市立三の丸小学校 

監事・特定監事 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（新任） 井坂  功一 茨城県教職員組合 

監事（新任） 佐藤   隆 茨城県学校長会・水戸市立梅が丘小学校  
監事（新任） 大和田 綾子 茨城県高等学校長協会・土浦湖北高等学校 

 

 

学校生協では，2020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，イベントの中止を決定いたし

ましたのでお知らせいたします。 

 
●ＴＡＳＡＫＩ宝塚ツアー5 月開催中止 

●住まいのなんでも相談会 6 月開催中止 

●ＡＮＡ機体工場見学７月開催中止 

 
 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。 
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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」 
 

新型コロナウイルス感染防止で外出をしなくなったため家庭菜園をはじめました。野菜

の成長と収穫が楽しみになりました。稲敷市 よしよし先生 

 

もともとインドア派なので外出の自粛自体はそれほどつらくないのですが，家の中にい

る時間が増えた分，体重まで増えてしまいました（泣）ウォーキングをしたり，2週間で

10kg瘦せるダンスをしながら，なんとか元の体重に戻せるよう頑張っています！ 常

陸大宮市 ココア  

 

我が家のエンゲル係数の高止まりをなんとかしたいです。給食のありがたさを実感して

います。コロナウィルス感染症の一刻も早い終息を願っています。つくばみらい市 弱

冠 39歳 

 

中学校の県総合体育大会の中止が決定した。夢と希望を持って，部活動に取り組んでき

た選手一人一人にこれまでの日々とがんばりにエールを贈る。何とか，思い出に残る

様々な機会が持てればと考える。 かすみがうら市 お祭り大好きじいじ 

 

今なんとかしたいことは，虫の季節になり日々家の中に出現するムカデと戦っていま

す。ムカデ用の罠を設置していますが，効果が弱いようです。3 年前刺されて物凄く痛

かったので，また刺されたくはないです。 日立市 しすたま 
 

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の一刻も早い収束を祈るばかりです。 

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。  

 FAX: ０１２０－６６３－６３８ 
 

ページ４ 

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「今年の秋」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 これってなあに？ 

 

 Q 次の文字を組み合わせて一つの四文字熟語にしてください。 

  ただし使わない文字が一つあります。 

 

木 心 一 十 ノ 口 一 ノ 火 

 
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 12 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。 

鹿嶋市 W レインボーパパさん，常陸大宮市ちよちよさん，鉾田市まつもん，板さん，取手市けろぱんさん，トッコラーさん，神栖市ミッ

チーさん，石岡市ヒロシさん，まこりんさん，つくばみらい市ゆうやママさんが当選となりました。（クイズの正解者は 23名でした。） 

前回クイズ これってなあに？ 解答 

Q 次の文字とアルファベット一文字を何個か組み合わ

せると，ある店の名前になります。さて店の名前はな

んでしょうか？ 

N V L N  V  S 

A セブンイレブン（SEVEN ELEVEN） 

 

 

 

 

水仙翁（スイセンノウ） 

花言葉 いつも愛して 

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（１家族）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 ２０２０年９月３１日 

所属名           お名前 

 

────────────── ────────────

─ 


