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2022 年 6 月 24 日（金），茨城教育会館において，第 66 回学校生協通常総代会を開催し，2022 年度の事業計

画など 7 本の議案が提案どおり承認可決されました。 

 
 

第１号議案 2021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 16,555人，出資金は 1億 2千 308万円，供給高は 1億 6千

920万です。15年連続での黒字決算となり，経常剰余金は, 1千 426万円

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 1千 504万円です。 

第３号議案 2022年度事業計画並びに予算案承認に関する件 

    2022年度の供給高目標を 1億 6千 300万円，前年実績比 96.3％とし，

手数料事業収入計画目標を 6千 936万円，前年実績比 97.6％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 12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 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 

   第 65回総代会における定款改正に伴い，条文に齟齬が生じているた

め，整合性をはかるため，定款の一部を改正しました。 

第６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７号議案 議案決議効力発生の件 

損益計算書 
（2021年度決算）      単位円                   

供給高              169,204,932 
供給原価            149,340,728 

供給剰余金             19,864,204 

手数料事業収入       70,988,525 

事業総剰余金         90,852,729 

事業経費                 80,517,713 

事業剰余金              10,335,016 

事業外収益                3,930,738 

経常剰余金        14,265,754 

法人税等                   2,667,817 

法人税等調整額            182,961 

当期剰余金              11,414,976 

 

当期未処分剰余金    25,944,088 

 

剰余金処分案   単位円 
当期未処分剰余金   25,944,088 

剰余金処分額 

 1 利用分量割戻金    3,672,630 

 2 出資配当金        1,230,860 

  3 財政調整積立金  6,000,000 
  

次期繰越剰余金       15,040,598 
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6 月 24 日の総代会当日，第 1 回理事会を開催し，前職退任に伴い，新たに役付理事及び代表理事を選定いたしまし

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 2023 年の通常総代会までとなります。 

 

2022 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 
 

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 内田  和子   

睦  
茨城県学校長会・水戸市立第一中学校 

副理事長 髙村  祐一 茨城県高等学校長協会・水戸第一高等学校 

副理事長 中山  幸男 茨城県教職員組合 

代表理事・専務理事 渡邊  勇一 茨城県教職員組合 

常務理事 井坂  功一 茨城県教職員組合 

理事 安藤  圭祐  茨城県教職員組合県北支部 

 理事 古谷野 知行 茨城県教職員組合那珂大子支部 

理事 萩野谷 和彦 茨城県教職員組合県央支部 

 理事 渡辺  真民 茨城県教職員組合東西支部 

理事 宮本  和之 茨城県教職員組合鹿行支部 

 

 
理事 村田  一弘 

 
茨城県教職員組合土浦支部 

理事 野村   智子 茨城県教職員組合常総支部 

理事 人見  康久 茨城県教職員組合県西支部 

理事 浅野   功 

 
茨城県教職員組合稲北支部 

理事 志賀  正章 茨城県学校長会・水戸市立常磐小学校 

 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 白土   毅 茨城県高等学校長協会・石岡第一高等学校 

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 豊田  龍彦 茨城県教職員組合 

監事 中村   歩 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 渡邊  郷寿 茨城県学校長会・水戸市立渡里小学校 

監事 廣瀬 久美子 茨城県高等学校長協会・取手第二高等学校 

 

茨城県学校生協の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。 

DC VISA ゴールドカード 
（ETC カードも年会費無料） 

 
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。 

（指定店・提携店はホームページでご確認ください。） 

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ガゾリンスタンドにて組合員価格で給油が

できるカードです。 

給油価格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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参加確認書はホームページから 

ダウンロードをお願いします 
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ご意見・メッセージご紹介 メッセージテーマ「好きな食べ物」 
 

 甘～いケーキが大好きです。メールアドレスにもＣａｋｅの文字が入っているほど・・・。 

スイーツパラダイスでケーキの食べ放題する時は本当に幸せいっぱい♡ 

でも・・・糖尿病にならないように最近は控えています😢 土浦市 Tomy さん 

 

 うなぎの蒲焼です。タンパク質、ビタミン、ミネラルが多くあり栄養がとれるからです。

ですが、年々高くなり気軽に食べられないのが残念です・・・ 龍ケ崎市しろたんパパ

さん 

 

 梨が子どもの頃から好きです。冷やさず常温のまま食べます。そして毎年「一年中出

回ればいいのに・・・保存できないんだよね～～」と言っています。 鹿嶋とどさん 
 

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。皆さんの「好きな食べ物」は季節の果

物や、甘いスイーツというメッセージを多く頂きました。たまに自分へのご褒美で好きな物を食べ

て元気いっぱい過ごしていきたいですね♪ 学校生協への要望，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。 

クイズ これってなあに？ 

［ない］  恋  栗  刃物  地肌  ペン 

［ある］  愛   柿  太刀    皮膚  メモ 

 
上記の法則で次のＡ～Ｄのうち［ある］グループに 

入るのはどれですか？ 

  Ａ：蓮  Ｂ：蘭  Ｃ：菊  Ｄ：梅 

（ヒント：五十音表） 
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（必須） 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（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す。 

水戸市 もんくまさん、鹿嶋市 チョコままさん、潮来市 ジャイアンツ愛さん、笠間市 唐辛子さん、土浦市 Tomyさん、鹿嶋市 とどさん、 

龍ケ崎市しろたんパパさん、他  （クイズの正解者は 18名でした。） 

前回クイズ これってなあに？ 解答 

 Q  次の？にはすべて共通の言葉が入ります。その言葉は何で

しょうか。 

？アウト  トップ？  ？オフ 
 

 Ａ スピン（スピンアウト・トップスピン・スピンオフ） 

   シーズン（シーズンアウト・トップシーズン・シーズンオフ） 

ナデシコ（撫子） 
 

 

 

 

ご意見・メッセージ・ 

おたより募集中！ 
 次号（秋 11月号）のメッセージテーマ

は，「秋の味覚」です。 

（メッセージは，テーマ以外のことでも

結構です） 

 


