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明けましておめでとうございます。 

旧年中の学校生協のご利用・ご支援に対しまして心からお礼申し上げ

ます。また，今回の関東・東北豪雨災害被害に遭われた組合員・教職員

の皆様方には心からお見舞いを申し上げます。 

さて，各種統計によりますと，雇用の改善はすすんでいるものの個人消

費は足踏みが続いており，国内の消費環境は依然不透明な状況です。 

さらにはインターネット通販市場の拡大など，消費の多様化の影響もう

け学校生協を取り巻く環境は大変厳しいものがございます。 

そのような中 2015 年度上期の決算においては，昨年を下回るものの約

1,200 万円の経常剰余を生み出すことができました。これもひとえに組合

員の皆様方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。 

引き続き多くの困難が予想されますが，教職員の福利厚生団体の一

員として，「安心安全な物販とサービス，福利厚生制度の充実・向上」に

向け役職員一同努めてまいります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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11月11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，2015年度上期（４月～９月）事業・決算報告な

ど，５本の議案が審議され全て原案通り承認されました。（理事 20人中

14人出席，監事５名出席）

2015年度上期の決算では，経常剰余金は前年同期を460万円下回るものの

約 1,200 万円を確保することができました。 

供給別では,共同購入などの自主供給と百貨店供給はほぼ前年並みでし

たが，宝飾品など指定店の斡旋供給が大きく落ち込みました。利用事業

収入の手数料収入は前年同期を若干下回る結果となりました。 

第５号議案では，今回の豪雨災害被害をうけた常総市の 7校へ支援を行

うことを決議いたしました。 

【承認された議案】 

第１号議案 2015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 「茨城県学校生活協同組合退職組合員に関する規則」制定に関 

する件 

  第３号議案 「茨城県学校生活協同組合個人番号及び特定個人情報の適切な

取扱いに関する基本方針」に関する件 

   第４号議案 2014年度退職者の継続加入承認に関する件 

第５号議案 関東・東北豪雨常総市被災学校支援について 

  第６号議案 学校生協グループ保険（高校）の取扱いについて  

2015年度上期損益計算書  (円) 
供給高       73,740,965 

供給原価           65,675,082 

供給剰余金        8,065,883 

利用事業収入      34,811,186 

事業総剰余金     42,877,069 

事業経費                 31,077,019  

事業外収益          378,928 

経常剰余金       12,178,978 

法人税等(見込み額)       3,330,000 

当期剰余金      8,848,978 

当期首繰越剰余金  10,390,156 

当期未処分剰余金  19,239,134 

２０１５年度第２回理事会を開催， 関東・東北豪雨災害

常総市被災学校７校への支援を決議 
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Ａコース 「憧れのスイス＆魅力のロマンチック街道８日間の旅」 

アルプスを眺めながらの旅、スイスではモンブラン観光や古都ベルンの旧市街を、 

後半はドイツロマチック街道を北上し、ハイデルブルグ城など街道沿いの古城を訪ねます。     

期間 平成 28年 5月 30日（月）～6月 6日（月）※申込締切日 3月 25日  

Ｂコース 「充実のイタリア横断８日間の旅」 

人気上昇中のイタリア、主要観光地ミラノ、ベニス、フィレンツェ、オルビィエート、 

ローマ、ナポリなどを巡る充実のコースとなります。 

  期間 平成 28年 5月 16日（月）～5月 22日（月）※申込締切日 4月 8日 

Ｃコース 「沖縄・離島（八重山諸島）５島めぐり４日間の旅」 

西表島では星空ナイトツアーとマングローブクルーズを、水牛車で由布島へ渡り、竹富島では珊

瑚礁を巡ります。 期間 平成 28年 6月 7日（火）～6月 10日（金）※申込締切日 4月 30日 
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永年にわたり，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，平成 19年に「消費生活協同組合法」が改正され，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るようになりました。 

現職時の組合員同様，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

て継続されるようお願い申し上げます。 

なお，退職予定者説明会に参加されなかった方には，2016年 1 月以降「退職に伴う諸手続のご案内」

を郵送いたしますので，継続加入される方は「継続加入承認申請書」等を，退会される方は「脱退届」

をご記入の上，返信用封筒に入れてご返送いただきますようお願いいたします。 

お預かりしている「出資金」につきましては，総代会後に全てお戻しいたします。 

 

「退職組合員」として，引き続きご利用いただけるサービス・メリット 
○ 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 

 ○ 団体扱い割引での保険契約の継続（対象外の保険会社有） 

２０１６年３月， 定年退職される方へ  諸手続のご案内 

組合員証 DCゴールドカード 

茨城県学校生協から「春のメモリアルプラン」をご案内いたします。平成

28年度は、様々な記念の思い出となる旅行を、海外２コース、国内（沖縄）

１コースご提案いたします。ぜひこの機会にみな様のご予定のひとつに加え

ていただければ幸いです。 

「春のメモリアルプラン」概要 

学校生協プレミアムツアーおすすめのポイント 

（Ａコース及びＢコース） 

１ 学校生協企画のオリジナルツアーです。 

２ 行程中に他のツアー客と団体行動をとることはありません。 

３ 全行程、添乗員が同行します。 

４ 宿泊ホテルは 4 つ星～5 つ星（世界ホテル案内参照）を厳選いたします。 

５ 渡航手続き（出入国に関わる書類の作成）は東武トップツアーズにておこないます。 

（Ｃコース） 

１ 学校生協企画のオリジナルツアーです。  ２ 全行程、添乗員が同行します。 

３ 宿泊ホテルはハイクラスを厳選いたします。 

 

 

お申し込みについて 

 
「春のメモリアルプラン」をご希望の方は「茨城県学校生協」まで、お電話でお問い合わせ下さい。 

詳しいパンフレットと参加申込書をお送りいたします。 茨城県学校生活協同組合 0120-663-648 

 

 

 

※ 退職を機に 

 新たにつくれます 
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指定店コーナー   ご利用は組合員割引・特典のある学校生協の指定店で！  
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クイズ これってなあに？                  
○ 右の図のような 10×10のマスがあります。   
Ａから入り，全てのマスを一回だけ通ってＢやＣやＤの 

マスの出口から出られるでしょうか？ 

上下左右のマスには移動できますが，斜めには移動 

できません。次の８つから 1つをお選び下さい。 

１．全て可能  ２．ＢとＣだけ可能 ３．ＢとＤだけ可能 

４．ＣとＤだけ可能 ５．Ｂだけ可能  ６．Ｃだけ可能 

７．Ｄだけ可能   ８．全て不可能 

 

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） 応募締切 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。（次号のメッセージテーマは「卒業」です。あなたにとっての卒業は？）  

 

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） 

大洗町 ユッキーナ，日立市 ゆう，鹿嶋市 とよちゃん，常陸大宮市 パール，潮来市 金魚，取手市 ななこ、

稲敷市 Ｍama，神栖市 Ｋ.Ｏ，取手市トム，美浦村 母ひつじ，以上の方々が当選となりました。 

（クイズの応募者 34名，正解者は 33名でした。）               

 

た  
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メッセージご紹介  

 

「出勤時に渡る大橋の先，好天ならば雪を頂く富士山が見えます。今日も一日がんばれ！と，励ましてくれるようで」 あずあず 

 

「秋～冬生まれということもあって凜とした空気が気持ちよく感じる冬の朝がすきです」 くまのみ 

 

「寒さが日に日に増してきて、鍋とお酒が…夜が待ち遠しい。でも，体のことも考えなくては……」 とみさん 

 

「起きたときに暗いのが嫌です。でもお弁当 2 個作るのは母親の仕事。ふたを開けたとき，食べたら元気がでるようなものを作

りたいと思っていますが上手に作れません。持って行ってくれる人がいるのは幸せなことだと思い頑張っています」 キリコ 

 

「寒くなり我が家の猫も冬毛になりました。モフモフを楽しもうと触ったら「ムニッ」…肉？来年は皆でダイエットに励もうと」JIM 

 

「『地びき網＆バーベキュー』ニュースの写真のとおり，青魚（イワシ）の青の真っ青なこと!! 感動的でした。本校は今年度で閉

校。運動会，閉校記念行事，音楽会と一つ一つの行事が終わるたびに感慨深いものがあります。 

大人も子どももみんなそれぞれ新しい道へ希望をもって歩んでいけるといいなと思っています」 ぐりちゃん 

 

「冬の朝，洗濯物を干した時に，干したそばからピーンと凍っていくの経験したことがありますか。 

最近そういう経験も少なくなってきましたよね」 ウッチー 

 

「絶対わからないと思いつつ，何回も何回も見ているうちにひらめきました！この答え。久しぶりの達成感！」 シャークベイト 

 

「もうすぐ退職を迎えます。教員になって 37 年『光陰矢の如し』，この間生協にも大変お世話になりました。“感謝”」 ヨッシー                     

 

「冬の朝」の富士山のメッセージをたくさんいただきました。朝きっと様々な所から見ることができるのでしょうね。ふれあい事業の「地び

き網」ですが，好評につき来年も企画を検討していきます。メッセージを掲載できなかった皆様には申し訳ありませんでした。 

 

 

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（早春号）のメッセージのテーマは「卒業」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。 

前回クイズ 

これってなあに？ 解答 

 

Ｑ   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 

 

 Ａ   初雪と霜柱でした。 

B？C？D？ 
？？？？ 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

ヤブコウジ 


