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学校生協では，県庁生協との合同により，「住まいづくりフェア 2015＆住まいのなんでも相談会」を 12 月 23 日

（水・祝日）に開催します。今回の住まいづくりフェアでは，建築士による「実践可能な風水セミナー」を始め，住

まいづくりのプロとファイナンシャルプランナーが，新築・リフォーム・塗装・太陽光発電・土地の購入・資金計

画・税金・ライフプランなど，住宅に関わる全ての相談にお応えいたします。また，生協物産コーナーでは人気商品

の販売を行い，リースづくり教室も同時開催いたします。この機会にぜひご家族でのご参加をお待ちしています。す

でに各所属あてに開催チラシ（Fax 参加申込書）をお送りしていますが，お電話による申込みでも結構ですので，参

加を希望される方は学校生協までご連絡下さい。 学校生協フリーダイアル ０１２０－６６３－６４８

学校生協強化月間

「ハーベスト」チラシ全商品

日頃のご愛顧に応え，今年度２回目の共同購入「ハーベスト」利

用感謝祭を行います。クリスマス商品を始め人気の商品を各種取り

揃えていますので，皆様のご利用をお待ちしています。なお申込締

切は 11 月 20 日（金）で，発送は 12 月 3日（木）を予定していま

す。

ご注文はチラシ同封のファックス申込書によりお申し込み下さ

い。

２０１５年秋（11 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

☎ 0120-663-648 FAX 0120-663-638

ページ１

学校生協の本屋さん Honya Club 新規会員募集中！

☆ 学校生協組合員専用ネット書店！ ☆ 書籍・CD などが全品５％割引！

☆ 定価 1,500 円以上のお買い上げで送料無料！☆ 最短翌々日にお届け！

注）価格はインターネット注文時は定価で,学校生協請求時に 5％引きとなります。

１，５００円未満のご注文は送料 360 円がかかります。

お申し込みは学校生協ホームページから 茨城県学校生協 検索をクリック

第２回（共同購入）Xmas 特集

「ハーベスト」利用感謝祭実施中！

住まいづくりフェア２０１５ ＆ 住まいのなんでも相談会 開催

目次 主な内容

1 「ハーベスト」利用感謝祭について

「住まいづくりフェア２０１５＆住まいのな

んでも相談会」開催のお知らせ

２ 退職予定者説明会の開催について

教職員共済からのお知らせ

３ 東日本大震災復興支援バスツアー報告

クイズコーナー

４ みんなの声・メッセージコーナー

５ ふれあい事業地曳き網報告

６ 指定店情報・迎春の食卓

「住まいのなんでも相談会」参加ハウジングメーカー・企業
三井（茨城中央）ホーム／ミサワホーム／パナホームセキショウ／パナホーム

那珂ハウジング／トヨタホーム茨城／トヨタウッドユーホーム／大和ハウス工業

住友林業／エムズ／茨城セキスイハイム／一条工務店

中央労働金庫／東京海上日動火災保険

☆ 生協物産コーナー特設！ ☆ リースづくり教室も同時開催！
県庁生協人気商品「志ち乃どらやき」「豊年万作アップルパイ」なども販売
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文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入力してください。テキスト[
ボックスは文書のどの位置にも配置できます。抜粋用テキスト
ボックスの書式を変更するには、 描画ツール タブを使用します。[ ] ]
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教職員共済・学校生協合同による

平成２７年度末 開催について

学校生協では教職員共済生協と合同で退職予定者説明会を県内４会場で開催いたします。

退職後の生活のイメージはお決まりでしょうか。共済年金の一部支給開始は段階的に年齢が引き上げられており，

平成 27 年度末定年退職者は 62 歳の誕生日以降の支給となります。

これら退職後の生活を取り巻く環境の変化に伴い，事前の準備がこれまで以上に重要となっています。

説明会では，公的年金のポイント，定年前後の生活の変化，退職後に知っておきたい税金の知識，医療や介護への

対応などをアドバイスさせていただく予定です。

定年退職される方，もしくは定年前の退職をお考えの方のご参加をお待ちしております。

参加等のお問い合わせは 学校生協フリーダイアル ０１２０－６６３－６４８ まで

１１月２８日（土） ホリゾンかみね（日立市） １２月１２日（土） 八千代中央公民館（八千代町）

１２月 ５日（土） ワークヒル土浦（土浦市） １２月１９日（土） 茨城教育会館（水戸市）

＊時間は 13:00 から 15:30 までを予定しています。詳細は所属あて開催文書をご覧下さい。

『団体生命共済・医療共済』『第二共済いしずえ』

2016 年 1 月～2 月 小中学校各分会を訪問いたします

（教職員共済代理店）茨城県学校生活協同組合

＊県立学校の方は学校生協までお問い合せ下さい。電話（0120）663－648

先進医療ってなに？
先進医療とは、公的医療保険制度の評価療養のうち厚生労働

大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいい、先進医

療ごとに厚生労働大臣が認定した医療機関において行われ

るものに限ります。先進医療の技術料は健康保険の対象と

ならないため、自己負担となります。
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クイズ これってなあに？

○ 次の文字を全部組み合わせて２つの単語にしてくださいね。

雨 木 刀 目 雨 木 衤 ョ 主

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」係または「メッセージ」係

までお送り下さい。ファックスでも結構です。（Fax 0120-663-638）

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。

応募締切 12 月 4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・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。（次号のメッセージテーマは「冬の朝」です）

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。（敬称略）
鉾田市はくちゃん，桜川市よっちゃん，かすみがうら市ブロッコリー，日立市デューク東郷，常陸太

田市きのこやま，取手市プテさん，水戸市ユーミン，石岡市ビースケ，那珂市ＴＥＮ， 神栖市やま，以

上の方々が当選となりました。

（クイズの応募者 32 名，正解者は 28 名でした。）
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8 月 29 日（土） 参加者 38 名（組合員及び家族 33 名，事務局・添乗員 5 名）

東日本大震災復興支援バスツアー実施

大きな津波被害を受けた宮城県名取市閖上
ゆりあげ

地区を訪問
学校生協では，東日本大震災における支援活動として教育復興のための義援金や「福島の子ども保養プロジェクト」への

支援のとりくみなどを行ってまいりましたが，今回「復興支援バスツアー」として宮城県名取市閖上地区を訪ねました。大

津波被害の状況についてボランティアガイドの菊地訓子さん「閖上震災を伝える会」からお話を伺い，あらためて大震災・

災害について考える機会となりました。

地区人口の約 18％（1,027 人）が犠牲となった閖上地区

閖上地区の人口は震災前 5,027 人でしたが，①ここには

津波が来ないという思い込み，②停電により防災無線が聞

こえなかった，③車での避難により大渋滞となった，など

により避難が遅れ多くの方が犠牲となりました。

地区最高点「日和（ひより）山」6.3ｍを超える 8.4ｍの大津波

漁のまえに海の日よりをみる人工の日和山，頂上の松の

木に津波の傷跡が残っています。

取り壊される閖上中学校の時計は 2時 46 分で停止したまま

津波は避難場所の閖上中学校にも押し寄せ 1階は水没。

震災当日は卒業式，午後まで授業があれば閖上中学校の

亡くなった 14 人の生徒は学校にとどまり，犠牲とならな

かったと菊地さん（当時 2年生の保護者）は悲痛な想い

を話してくれました。

閖上さいかい市場（名取市復興仮設店舗）

事業の「再開」とお客との「再会」を意味する「さいか

い」市場を訪ねました。

東日本大震災復興支援バスツアーに参加して
名取市閖上地区・・テレビで何度も耳にし，目にしてきた場所を訪れることは緊張でした。語り部の菊地さんから伺う話，日

和山の石碑，津波の高さを残した松の木の傷，そして閖上中学校に入らせていただいてのお話，どれもがあの日の恐怖を想像さ

せるものばかりでした。

菊地さんのお話で特に印象が残ったのは，あの日，（下校途中の）歩道橋で地震に怖がる低学年生に「ここは津波がくるから

帰っちゃだめだ。一緒に閖上中学校に行こう」と判断した 5年生のこと。学校での避難訓練で教わっていたことが実践に繋が

る。（震災後）学校という場所で，子どもたちが友達と共に悲しみ，共に立ち直っていこうとする。子どもにとっての学校とい

う場所，日々の教育について考えさせていただく貴重な時間になりました。

復興も，まだ第一歩なのだと感じました。被災地を忘れずに，応援し続ける自分でありたいと思った一日でした。

塩釜のお寿司もまた食べに行きたいと思っています。 （参加された倉田様からいただきました）

エネオスアソックカード

ガソリン価格改定！

１０月５日から

レギュラーガソリン価格は

です。

カードの新規申込は, 学校生協

まで， フリーダイアル

０１２０－６６３－６４８

前回クイズ

これってなあに？ 解答

Ｑ

○ 答えは 2つあります。

○ 二つは同じものですが春と秋は

呼び方が違います。

○ （諸説ありますが）名前の由来

は花の名前です。

さて，答えはなんでしょうか？

Ａ おはぎとぼたもちでした。
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ご意見・メッセージご紹介

秋の夜空にひときわ輝いたスーパームーン。こどもたち（高校生）に見たかどうかアンケート，「スマホ使って

youtube で見た」とのこと。直接見ないのお～。子どもを取り巻く環境も秋の空も変わりやすいのかなあ…。

りんりん

秋の空になったらなったで，夏がちょっぴり恋しくなります。 PAOPAO

毎朝，がんばって「みんなの体操」をしていますが，全然痩せません…ガッカリ！！健康のためがんばりま～す。 リラックマ

雨上がりの午後偕楽園の萩まつりに出かけました。野点のお抹茶を飲みながら好文亭にしずむ夕陽をみました。日がとっぷり暮れた

ころ，東の空には仲秋の名月が浮かんでいました。秋の風情を感じ心落ち着くひとときでした。 伝説の女

昨年の秋に公民館の庭で焼いていただいたサンマの味が忘れられず，今年は我が家で初挑戦です。 くりん

今年こそは（謝恩セール）抽選券をゲットし旅行に行きたいです。まずは買い物リストをつくらねば。 だじゃれマン

以前夏の終わりに登った磐梯山山頂で，避暑を終えて里に下る準備の赤とんぼの大群に遭遇しました。澄み渡った秋空の青空と，赤

とんぼの橙色が印象的なひとときでした。 おにちゃん

秋と言えば私は栗です。渋皮煮もモンブランも大好きです。昨年はホテルニューオータニで

１個 1,800 円のを食べに行きました。コーヒーとセットでは 3,000 円超になってしまいましたが，

食べたことのないゴージャスな味でした。今年は笠間の栗祭りに行きたいと思います。 キリコ

謝恩セールが実施されていますが水戸を中心にした県央のお店が多く感じます。我々古河（県西）地区の指定店が増えることを願

います。常総地区が大変な状況なので常総市への支援などできましたらありがたいと思います。 みきティ

先月？出資配当のお知らせをいただきました。いつのまに…？増えていました。花のチラシをみてはきれいだな…と夢がひろがり

ます。（夢ですけどネ…） 礼ちゃん

去年まで横浜市で教員をしていました。出張の帰りに休憩した山下公園には赤い靴の像がありました。今住んでいるのは野口雨情

生家のすぐ隣。山下公園で海をながめていた自分に，来年の今頃，お前はその作詞者の生まれ故郷で仕事をするんだぞと耳打ちされ

た気持ちです。 七つの子

最近健康とリフレッシュを兼ねて「陶板浴」にはまっています。時にはそこで行われる「ホットヨガ」にも参加しています！ ウッチー

以前トリムの還元水（水素水）に変える整水器をローンで買いました。毎日美味しい水のんでいます。 うさぴょん

あっという間の夏休み。後半は子どもと一緒に宿題におわれました。 おやつママ

いつもたくさんのご意見・メッセージありがとうございます。今回はいつも以上にたくさんの方々からいただきました。

今，台風くずれの低気圧が猛発達していますが，今年は本当に雨，台風ともに多い 8月から 9 月でした。豪雨被害に遭われた皆様方には心からお見

舞いを申し上げます。仲秋の名月，スーパームーンはご覧になれたでしょうか。十三夜（10/25）を過ぎ，11 月になれば紅葉もすすみ冬はもうそこまで，

スタッドレスタイヤも準備しなければ！ 次の生協ニュースは 1 月に発行予定です。メッセージお待ちしています。

ご意見・メッセージ・おたより募集中！
ご意見・メッセージ募集しています。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（冬１月号）のメッセージのテーマは「冬の

朝」です。

（メッセージ・おたよりは，テーマ以外のことでも結

構です）

クイズの解答がなくても掲載された方には，ＪＣＢ

ギフトカードを進呈いたします。ご応募お待ちして

います。

ナツハゼ
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１０月１０日（土）

組合員ふれあい事業「地曳き網＆バーベキュー」を開催！
127 名の組合員・家族が参加

10 月 10 日（土），学校生協の初めての事業として，組合員・家族ふれあい事業「地曳き網＆バーベキュー」を大洗サ

ンビーチで行いました。当日は台風の影響による高波も心配されましたが，好天に恵まれ，予定通り地曳き網を引くこと

ができました。結果はイワシの群れに当たり大漁！こどもたちも大はしゃぎ！帰りにはとれたイワシをみんなで持ち帰る

ことができました。

善清丸の食事会場での，バーベキューでお腹を満たした後は「お楽しみ抽選会」，多くの方が「ひとり一品以上利用拡

大キャンペーン商品」をゲットされました。「来年も参加するのでぜひお願いしたい」との声も聞かれました。

二手に分かれて網を引き始めます

小さな子もガンバッテル！

大漁を予告するカモメの群れも！

バーベキュー会場での昼食 抽選会，特別賞の常陸牛ゲット？！
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お申し込みは，チラシ裏面の申込用紙を Fax にて 0120-663-638


