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学生協は組合員さまのライフパートナーをめざします。

2020年 ３月
【発行】
福井県学校生活協同組合
〒910-8544
福井市大手2丁目22-28
TEL（0776）23-1889
FAX（0776）27-6081

ふ く い

学生協だより

＊学生協だよりは、環境に配慮して再生紙を使用し、SOY INKで印刷しています

0120―291―660

食 品 BOOKS

ぜひご利用ください！

2019年度の人気ベストを発表
今年度ラスト！ハーベスト

ハーベストneo

さかなっつハイ！

味付け小魚とナッツをミックス！
カルシウム＆マグネシウムがおいしくとれる！

自分で判断し、
行動する力が身につきます

発達障害をもつ子のための
漢字学習カード

利用感謝価格
1,404円（税込）

利用感謝価格

1,382円（税込）

利用感謝価格

950円（税込）
利用感謝価格

1,350円（税込）

第１位 第１位

第２位

第２位

第３位

第３位

食塩無添加 素焼きミックスナッツ

大地の恵み
ナッツ＆フルーツ

第４位
黒糖ドーナツ棒 40本

定価の
10％OFF

定価の
5％OFF

4,554円（税込）

15,048円（税込）

12,289円（税込）

転任・退職用

あいさつ状
安くて・キレ

イ！
お申し込みカンタ

ン

新しい門出を
春の風景と共に
おくりませんか？
お申し込み方法は、
2月28日お届けのチラシを
ご覧ください。
（申し込み締め切りは4月末日です。）

【印刷料金表】� （税込）

種類

枚数

私製無地（E）
私製ハガキ代込

※�郵便ハガキに印刷の場合は
別途ハガキ代がかかります。

カラー（A～D）
私製ハガキ代込

※�郵便ハガキには印
刷できません。

角丸カード（F）
私製ハガキ代込
（封筒付）

50枚まで 2,800円 3,300円 5,300円

51～99枚 1枚毎に
15円�加算

1枚毎に
26円�加算

1枚毎に
29円�加算

100枚 3,550円 4,600円 6,750円

101枚～ 1枚毎に
13円�加算

1枚毎に
23円�加算

1枚毎に
26円�加算

ソーシャルスキルがたのしく身に
つくカード②
こんなときどうする？

意味からおぼえる
漢字イラストカード
1～3年生（5巻組）

日本史
探偵コナン

（全12巻）

セット内容
●どうするカード110枚
●説明書

圧倒的人気！
キミも必ず
日本史探偵になれる
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学生協のホームページをご覧ください!! 福井 学生協

お得な情報がいっぱい♪　ぜひご利用ください!!

学生協は、ご退職される組合員さまに対しましても、現職時と同様に、組合員さまの生活に密着した福利厚生事業
を行い、組合員さまのくらし全般にわたってサポートを行っていきたいと考えておりますので、引き続き継続加入
いただきますようお願い申し上げます。

～ご退職予定の組合員のみなさまへ～
学生協のご退職時の手続き書類のご提出がお済みでない方は、書類のご提出をお願
いいたします。また、書類がお手元にない場合は、お手数ではございますが学生協
（TEL 0776-23-1889）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

スマホ
対応！

新着情報
随時更新されます！

学生協だよりも
ダウンロードできます。

コープ商品・共同購入・書籍・イベントチケット
などホームページよりご注文、お申込みいただ
けます。学生協クイズがあるときにはバナーが
出現！

学生協への加入のお申し込みはこちらから。
住所・お名前等が変更できます。
各種届出用紙がダウンロードできます。

さまざまな組合
員特典、提携店
情報が載ってい
ます。
ぜひチェックして
みてください。



3

第7回ボウリング大会

睡眠講話を開催しました。

指定店会主催
２月８日㈯に指定店会主催のボウリン
グ大会を開催しました。当日は、指定
店８社と学生協より２名、そして17
名の組合員さまやご家族の方にご参加
いただき、楽しんでいただきました。

学生協指定店「東洋羽毛北信越販
売㈱」による出前授業『睡眠講話』
に3校の応募があり、計約730名
の児童のみなさんと多数の保護者
の方が参加されました。睡眠健康
指導士の方に、睡眠の大切さにつ
いてお話ししていただきました。

収集ボランティア活動のお礼
今年度も、多くの使用済み切手・書き損じはがきをいただきました。ご協力、誠にありがとうございました。
福井県ボランティアセンターを通じ、福祉活動に役立てていただきます。

2019年度 第３回

3,411人（前年比 99.9％）の組合員さまにご利用いただき、
供給高は 4,488,689円（前年比 80.6％）となりました。ま
た、157校の学校に学校賞としてお菓子の詰め合わせを
プレゼントさせていただきました。今後も組合員さま
に喜ばれる商品・企画をご案内できるよう努めてまいり
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

一人一品利用運動

ご利用、ご協力、誠にありがとうございました。

第1位第1位

人気商品ベスト３

ラーメン 人気商品 ベスト 2 九州ドーナツ棒 人気商品 ベスト 2

第3位第3位 ブラックサンダー
（200個）
ブラックサンダー

（200個）

第1位第1位

東京巣鴨 蔦東京巣鴨 蔦

第2位第2位

札幌のらーめん
吉山商店
札幌のらーめん
吉山商店

第1位第1位 福岡県
あまおう苺
ドーナツ棒

福岡県
あまおう苺
ドーナツ棒

第2位第2位 熊本県
栗ドーナツ棒
熊本県
栗ドーナツ棒

ロイズ
ポテトチップチョコレート

（462個）

ロイズ
ポテトチップチョコレート

（462個）
第2位第2位

大地の恵み
ナッツ＆フルーツ 

（218個）

大地の恵み
ナッツ＆フルーツ 

（218個）

『教育支援プログラム～南極クラス～』を開催しました。
学生協指定店「北陸ミサワホーム（株）」さ
まのご協力による出前授業『教育支援プロ
グラム～南極クラス～』に11校の応募が
あり、計約700名の児童のみなさんが参
加されました。

日本南極地域観測隊として昭和基地周辺の建物の設営、修繕等
を担当した坂下大輔さんが、南極での隊員の活動の様子やオー
ロラ、ペンギンなどの南極の自然の様子、そして仲間の大切さ
やチームワークの大切さについて映像を交えながら話をし、児
童たちはとても興味深そうに聞き入っていました。

第15回第15回

住まいづくり相談会住まいづくり相談会
ご来場お待ちしております。

2020年3月20日（金・祝）  
　　　　　　　　　午前10時～午後４時

（一財）福井県教育センター  4階  大ホール

大和ハウス・積水ハウス・三井ホーム・北陸ミサワホーム
一条工務店・ニッテ住宅・住友林業

★日時

★会場

★参加企業

私たち専門家にご相談ください！
新築計画から、リフォームまで…おうちへの疑問・質問、あんなこと、
こんなこと、いろんなメーカーが集まったこの場でまとめて相談！！

学生協
・

県庁生協
合同企画

ご来場予約も受け付けております。
学生協（TEL 0776-23-1889）までご連絡ください。

防寒着体験中！

南極の氷！2万年前
の空気の泡がプチ
プチはじけます！

おみやげ宅配便おみやげ宅配便 海外おみやげ品が
らくらく あんしんかんたん

自宅でじっくり
おみやげを
選んでください。

学生協へ
カタログを
お申し込みください。

旅行を満喫
してください♪

ご希望の日時に
受け取れます。

～ご利用の流れ～ おみやげ宅急便のメリット
①荷物を減らせます！
②面倒な輸入手続きもおまかせ！
③おみやげ選びの時間を節約でき
ます！0776-23-1889TEL.

ハーベスト12月号 特別展開 ご報告
　2019年度第2回東日本大震災支援企画として「ハーベスト
12月号」を特別展開いたしました。
　供給高は2,267,217円（前年比124.5％）、利用人数は
1,271名（前年比127.3％）のご利用をいただきました。供給
高の3％（68,016円）を第3回の支援金と合算し、「みやぎ生
協 学校部 ㈱宮城県学校用品協会」を通じ、被災された学校へ
図書館図書代金として支援いたします。今回も多くの組合員さま
のご利用、ご協力、誠にありがとうございました。
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ゴールドカードのサービスを
年会費無料でご利用できます！

世界が認める信頼のステータス
学生協 組合員証 兼 DC/VISAゴールドカード

一般のゴールドカードの年会費は、10,000円（税別）必要ですが、福井県学校生活協同組合の組合員でいる
限り、年会費は永年無料です。（家族カード・ETCカードも年会費無料にて発行いたします。）

海外旅行傷害保険　最高5,000万円の自動付帯！（事前申し込み不要です。）
国内旅行損害保険　最高5,000万円の補償
DC空港ラウンジサービスのご利用（国内・国外）
ショッピングセイバー　年間限度額300万円

ゴールドカードのお申し込みは、専用申込書が必要になりますので、学生協までご連絡ください。

ゴールドカードの特典

キャッシュレス決済で賢くお買い物♪
ICチップが付いてセキュリティが向上しました!!

その他、詳細につきましては学生協ホームページにも掲載いたしております。

答え

2020年1月 学生協クイズ 答え

J タイプ（学校事務職員向け）

629名の方々にご応募いただき、
厳正なる抽選の結果、

60名様にQUOカード1,000円分を
送付させていただきました。

問題 学校生活で大活躍の「スクールプランニングノート」
2020年度版に新しいタイプが仲間入りしました。
何タイプでしょうか？


