
団体扱い自動車保険のご案内
保険始期が2020年10月1日～2021年9月30日のご契約に適用されます。

団体扱い割引率 が12％ ⇨ 16％へ拡大!!

2020年9月作成　20-T02187
B20-200318

保険料の

分割割増
なし！

ご家族のお車も
団体扱いに
加入できます。

❖ 詳しくは、学生協（TEL 0776-23-1889）までお気軽にお問い合わせください。

【団体扱い可能な条件】
　① 学生協の組合員であること。
　② 学生協指定代理店、指定ディーラーでのご契約であること。

取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約（団体契約の場合はご加入）にあたっては、
必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。団体扱となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約
失効時の取扱いについては、取扱代理店までお問い合わせください。

団体扱い一時払いは、
一般契約一時払いに比べて

約20％割安!!

指定代理店、指定ディーラーは、
パソコンやスマートフォンから学生協 
ホームページでもご確認いただけます。
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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 10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

秋の生協強化月間はじまります！秋の生協強化月間はじまります！ 10月21日（水）～12月20日（日）
☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2020』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2020』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2020』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2020』
ご利用期間
10月21日（水）～12月20日（日）

☆ ハーベスト12月号（組合員応援企画）☆ ハーベスト12月号（組合員応援企画）☆ ハーベスト12月号（組合員応援企画）☆ ハーベスト12月号（組合員応援企画）

11月13日チラシお届け予定
11月20日締め切り

詳しくは 3ページ 詳しくは 4ページ

11月21日、22日に開催を予定しておりました「秋の生協まつり2020」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、ご来場の組合員さま、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、中止
することにいたしました。
申し訳ございませんが、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

「秋の生協まつり2020」開催中止のお知らせ
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2020年はCO・OP商品60周年！

⇒ CO・OP商品は「がくせいきょ

うのお買い得チラシ」でご注文

いただけます。

今年のCO・OP商品のテーマは「特別な、あたりまえ」
他にはない「特別」がくらしの「あたりまえ」になるように、60年間ずっと、CO・OP商品をつくり続けてきました。
これからも、組合員の声から生まれるたくさんの「特別」がすてきな「あたりまえ」になりますように。

国産素材さばみそ煮
開缶が容易なイージーオープン仕様。国内で漁獲
されたさばを使用しました。そのままはもちろん
料理やおつまみとしても。育ちざかりのお子様にも。

骨までやわらかく煮込みました！

早ゆでmini
スパゲッティ
麺の太さが1.6ｍｍで麺の形状を風車タイプに
することで、３分で茹であがるパスタです。茹
でた際に麺の中心部のアルデンテ状態になります。

通常のスパゲッティより2/3の長さ
で、小さなお鍋でもゆでることがで
きます！

ミートソース
お肉のおいしさをさらに引き立てる仕
様になっています。にんじん、玉ねぎ
などの野菜とともにじっくり煮込み、
トマトの風味でさわやかな口あたり。

牛肉、豚肉のうまみと

トマトのさわやかさ！

味パック
国産のいわし、あじ、かつおぶし、
さばぶし、昆布、しいたけを使っ
た 6 つの旨味の合わせだしです。
素材を生かした味に仕上げました。

味付
いなりあげ

ひじきドライパック 3個パック
国産の芽ひじきを便利なドライパッ
クにしました。自然が育てたひじき
本来の風味と食感をお楽しみください。

水戻し不要！

家庭で、すし飯を用意するだ
けで手軽に美味しいいなりず
しが作れます。運動会や遠足
などのお弁当や行楽にどう
ぞ。すし飯の代わりにおもち
を入れてもち巾着も！

甘めに煮付けた

関西風のおいなり！

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）は、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015年9月、国連サミットで採
択された、国連加盟193カ国が達成を目指す2016年から2030年までの国際目標です。
世界では、貧困、気候変動、人種やジェンダーに起因する差別など、さまざまな問題・課題に直面しています。こうした地球規模の問題を解
決するために、「誰ひとり取り残さない」という共通の理念のもと、17の目標と、それを達成するための169のターゲットを設定しています。
日本生協連は、2018年6月15日に開催された、第68回日本生協連通常総会にて「コープSDGs行動宣言」が採択されました。

「持続可能な開発目標（SDGs）」について、生協もその一端を担うべく、7つの取り組みを通じて持続可能な社会の実現を目指しています。

学生協は、このような活動に賛同し、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

世界から飢餓や貧困をなくし、子どもたちを支援する活動を推進
誰一人取り残さない世界をめざして、世界が抱える問題につ
いての理解を深め、助け合いの精神を貫き、ユニセフ募金な
どに取り組み、世界の子どもたちを支援しています。「貧困」
の連鎖をなくしていくために、子どもの貧困について学び、
話し合う活動を広げ、子ども食堂やフードバンク・フードド
ライブなどの取り組みを進めています。

「エシカル消費」 ・・・ それは誰かの笑顔につながるお買い物
エシカルとは、直訳すると「倫理的」という意味です。日本生協連では地域や環境、社会や人々に配慮してモノやサービスを買うこと
を「エシカルなお買い物」と表現し、積極的に応援しています。

「CO・OPコアノンスマイルスクールプロジェクト」
・・・CO・OPコアノンロールやCO・OPワンタッチコアノン（トイレッ
トペーパー）を1パック（6ロール）お買い上げいただく度に、アンゴラ
共和国の「子どもにやさしい学校づくり」のために1円が募金されます。

やわらかワンタッチコアノン
やわらか加工を施したソフトな紙質のトイレットペー
パーです。回収された牛乳パックやオフィス古紙を含
むリサイクルパルプ100％のトイレットペーパー。ゴ
ミになる芯の無駄も省きました。市販のものよりも２
倍以上長い130ｍ巻きです。
ケース買いでご自宅配送も無料♪
お得で便利です！

スイートコーンドライパック
砂糖を加えずに旨味を逃がさないドライパック方式で作
りました。シャキッとした歯ごたえで無添加なのでコー
ン本来のの甘さが味わえます。

砂糖を加えていないのでおいしさそのまま！

ＳＤＧｓと生協について

日本生協連での取り組みの一つ

関連する
SDGsの
主たる目標

関連するSDGsの目標
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創業53年の老舗が作り出す、海の幸・山の幸の素材を活かした
生詰めおせちです。
創業53年の老舗が作り出す、海の幸・山の幸の素材を活かした
生詰めおせちです。

早期割引組合員価格や
組合員特別価格にてご案内！
いろいろな種類のおせちを取り揃えております。

新年を祝う おせち
玉清 生おせち 曙玉清 生おせち 曙
組合員特別価格
通常価格より10％OFF
￥18,684（税込）

↓

￥16,816（税込）

少しずつ色々な食材を楽しみながら、春の訪れを感じられる、
可愛くまとまった三段重のおせちです。
少しずつ色々な食材を楽しみながら、春の訪れを感じられる、
可愛くまとまった三段重のおせちです。

玉清 生おせち 迎春玉清 生おせち 迎春
組合員特別価格
通常価格より10％OFF
￥12,300（税込）

↓

￥11,956（税込）

詳しくは、
学生協へ

お問い合わせ
ください。

おすすめ商品紹介
「組合員応援企画」として

３％OFF全品（税込）➡

フォンダンビスキュイアソート 18枚/箱

ＺＥＮＴＡの金のポタージュ 18.7g×12袋/袋 チーズバルロースト
アーモンド＋焼チーズ 
38g×5／袋

タルトタタンの濃厚チョコレートまんじゅう 10個/箱

学生協チラシ・カタログ配付日程

★ 11 月 27 日 お届け予定 ★

【●共同購入 12月4日締め切り 12月3週目から商品発送予定】
●ハーベスト 12月号  ●ハーベストneo 12月号
●THE 生活用品 大掃除特集  ●あったらいいな 冬
●迎春の食卓（冷蔵）  ●年末正月食品大特集

学生協お正月特集  ハズキルーペ
ラーメン特集  AOKI冬シーズンチラシ
洋服の青山チラシ  はるやまチラシ

★ 11 月 13 日 お届け予定 ★

【●共同購入 11 月 20 日締め切り 11 月 5 週目から商品発送予定】
●ハーベストneo 12 月号  ●THE 生活用品 大掃除特集
●学事出版とっておきの教育書特集 秋冬
●家庭画報が選んだ本当の出会い
●スクールプランニングノート ●すまいるらいふ

がくせいきょうのお買い得チラシ 秋号
北海道ロイズ大特集 蟹祭り ミキハウス新春福袋
全国のうまいものお取り寄せフェア 冬号
わくわくショッピング 冬号  美食宅配 年度末号
新春おせち（レッドホース）  おせち特集（アデリー）

おすすめ良品 冬号+メンズベーシック 冬号
ふだんウィズ 厳冬号 すこやかびと 冊子 冬号

くらしと生協

くらしと生協冊子 厳冬号
すくすく応援団＆Baby 厳冬号+エクルール 厳冬号

くらしと生協

ご注文お待ちしております。

冬エラスティ２
スクロール

チョコをたっぷり練り込
んで、クローバーの形に
焼き上げました。

ブ ル ー チ ー ズ と
チェダーチーズの
2種類を使用。淡
路島フルーツ玉ね
ぎを1食に1/3個
も加えた、甘くて
濃厚な贅沢スープ
です。

チーズの濃厚な味わいとローストしたアーモンド
の風味がマッチしています。
チーズの間にバジルソースをサンドし、じっくり
と香ばしく焼き上げました。

岩手県産卵、バター100％を使用。生チョコとこ
しあんをココア生地で包み、バターでしっとりと
焼き上げました。

濃厚なチョコの味わいと、
とろけるような口溶けが特徴の新食感クッキーです。

チーズたっぷりの甘くて濃厚な贅沢スープが寒い時期にピッタリ！ ウチ飲みおつまみにおすすめの１品です。

なめらかな口どけと濃厚なチョコレート味が特徴の
「和」スイーツをお楽しみください。

ハーベスト12月号特別展開のご案内

￥1,047（税込）３％OFFで

￥1,004（税込）３％OFFで

￥1,309（税込）３％OFFで

￥1,340（税込）３％OFFで
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毎年恒例お得なキャンペーン情報



―総 合 生 活 支 援 制 度―

【引受会社】 明治安田生命保険相互会社 MY-ＣＦ-20-388-421930-200928-1

～ロングサポートは福井県学校生活協同組合の組合員の皆さまだけの相互扶助の制度です～

年に１度の手続きの機会です。お手続きもれのないようお願いします。

火 金

新規加入・見直し・保険金請求まで、お手続きは簡単です！

（※１）制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。（※２）一部の制度名称・特長・保険期間を掲載
（※３）収入補償サポートコースおよび入院サポートコース（先進医療型）は、生活サポートコースへのご加入が必要です

おもな制度名称・特長（※２）および保険期間

（※１）

申込締切日：令和２年１２月１８日（金） 更 新 日 ：令和３年 ４月 １日（木）

制度名称 特長 保険期間

生活サポートコース

死亡・高度障害・障害状態（障害年金１級）の場合、
死亡・高度障害・障害保険金をお支払いします
障害状態（障害年金１級、２級）の場合、障害初期給付金を
お支払いします

令和3年4月1日
～

令和4年3月31日
収入補償サポートコース

（※３）

就業不能状態が不支給期間20日を超えて継続した場合、
給付金をお支払いします
就業不能状態の場合の収入の減少に備えます

入院サポートコース
（先進医療型） （※３）

病気やケガで入院した場合、給付金をお支払いします
先進医療による療養を受けた場合、給付金をお支払いします

ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために
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書籍ご利用キャンペーン

◦お支払いは便利な給与引去り。
◦�ご利用金額は利用分量割戻しの対象となります。

詳しくは学生協（TEL0776-23-1889）まで
お気軽にお問い合わせください。

全てのコースのお支払い方法について

キャンペーン対象のご注文方法は、
● 「書籍購入のご案内」ご注文用紙でのご注文 ● 学生協HP通常コース（10%OFF）からのご注文
● 学生協へお電話（0776-23-1889）へのご注文 ● 学生協へFAX（0120-291-660）でのご注文

を対象とさせていただきます。
※ 学校用書籍のご注文は 対象外とさせていただきます。　※ 学校配送無料、自宅配送は4,000円以上で送料無料です。 

書 籍 雑 誌 漫 画

12％OFF!!通常 10％OFF → 
2020年10月21日（水）～2020年11月20日（金）の間は、

安いほうがいいけど、
少しでも早く読みたい！
※ 学校配送無料、自宅配送は
　4,000円以上で送料無料です。

学生協へ直接ご注文ください。

その他の書籍購入方法もございます。 ※ こちらはキャンペーン対象外です。

学校生協の本やさん
豊富な在庫
教育書・専門書も充実の品揃え！
新刊予約ができます！
最短中1日で、お届け！
学生協HPからHonya Clubへ会員
登録のうえ、直接ご注文ください。書籍 DVD Blu-rayCD 書籍 DVD Blu-rayCD
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　学生協指定店会主催の「夏のホットホットご利用キャン
ペーン2020」の抽選会を9月11日（金）に福井県教育セン
ターにて行いました。期間中ご利用いただきました多くの
組合員の皆さま、本当にありがとうございました。

●富くじ抽選券の裏面に学校（所属）名・氏名をご記入のうえ、
　〒910-8544 福井市大手 2 丁目22-28 学生協事務局まで送付ください。
　（無料封筒（オレンジ色）または福井県教育センター間メール便（福井市）をご利用ください。）
●２等以外の景品は、原則学校配送とさせていただきます。
●景品引換期間：
2020年9月14日（月）～2020年12月11日（金）

（引換期間を過ぎますと、無効になる場合がございます。）

当選された組合員さまへ

1等 スティッククリーナー（HITACHI）
0551　0798　

4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー（Panasonic）
1227

富くじ当選番号発表 !!富くじ当選番号発表 !!

2等 焼肉用 若狭牛 600ｇ（メーカー直送）
0259　0362　0675　1179　1410

3等 ヘアードライヤーナノケア（Panasonic）
0095　0425　1264　

4等 カタログギフト
0018　0169　0210　0741　0969
1138　1185　1305　1354　1394

5等 サラダ油セット
下 1桁共通 9

お手元の「富くじ」を今一度お確かめください。

学生協では、ご加入時に組合員証 兼 給油カードを発行させていただいております。
組合員証 兼 給油カードは、学生協 指定店・協力店のご利用の際にご提示ください。
さまざまな組合員特典をご利用いただけます。
指定店でのご利用については、利用分量割戻しの対象になります。
なお、紛失・破損等による再発行については、お手数をおかけいたしますがお電話（0776-23-1889）、または学生協ホーム
ページの組合員証 再発行申込フォームにてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

福井県学校生活協同組合 組合員証 兼 給油カードについて福井県学校生活協同組合 組合員証 兼 給油カードについて

123456

セイキョウ  タロウ
1 2 3
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第1位第1位 第2位第2位

第3位第3位

組合員の声
「ハーベスト」「ハーベストneo」などのお気に入り商品につい
てのコメントを募集しましたところ、多くの組合員さまからコ
メントをいただきました。誠にありがとうございました。今後
の企画や商品選定に反映させていただきます。

・ 小腹がすいたときに1本。またやる気
が出るおいしさ。 （青郷小学校 ○先生）

・ 日もちするので便利！ 小腹がすいた
時に、丁度いい！（今も机の引き出し
にはいっています。）

 （進徳小学校 ○先生）
・ おいしくて、たくさんあって、みんなでシェアして食べられ

ます。 （灯明寺中学校 Ｈ．先生）
・ 個包装のちょうどよい大きさは会議のおともや放課後のおや

つにピッタリ！ （奥越特別支援学校 ○先生）
・ 疲れがたまってきた午後のおやつに。体に甘さが染みわたり、

充電完了。 （越廼中学校 ○先生）

・ さかなとナッツのバランスが Good ！
ついついたべすぎます。 （志比小学校 ○先生）

・ 小腹がすいた時、小魚とナッツの食感が絶妙で
食欲をそそられるからおすすめです。 （中央中学校 Ｋ．先生）

・ 放課後の小腹が空いたときにちょうどよい。カリッとした歯ご
たえもよく、昔の給食を思い出すから。 （沓見小学校 ○先生）

大地の恵み
ナッツ&フルーツ

ロータスビスコフ
オリジナルカラメルビスケット

喫茶店の銀皿ナポリタンソース

・ たくさん入っていて皆に分けられ
る。ほどよい大きさでペロリと食
べられて好きな味！

 （岡保小学校 ○先生）
・ コーヒーに合います！
 （乾側小学校 ○先生）

・ スパゲッティナポリタンにしてもお
いしいし、チキンライスにしてもお
いしい！ （東十郷小学校、Ｈ．先生）

・ ナッツ類とドライフルーツがバランス
よく入った小袋で、おやつにぴったりです！

 （岡本小学校 ○先生）
・ ヨーグルトにいれると相性バッチリです！毎日食べています。
 （美山啓明小学校 Ａ．先生）
・ 美味しくて、ヘルシー。小分けになっていて食べやすいです。
 （敦賀西小学校 ○先生）

黒糖ドーナツ棒 さかなっつハイ！

除菌・抗菌アイテム
～安心で清潔な生活のために～

～福井県教育用品株式会社からのご案内～

アルコール除菌
ウェットティッシュ
80枚入×12個セット
￥6,400（税込）

クリアマウスシールド
12個セット（個包装）

￥2,000（税込）

しっかり除菌アルコール
ボトル500ｍｌ×４本＋
スプレーノズル1本セット
￥3,200（税込）

花王ハンドキッシュEX
手指消毒剤
800ｍｌ×3本セット
￥4,800（税込）

在庫状況は日々変化しております。 お見積り・お問い合わせは福井県教育用品株式会社まで
TEL 0776-56-3927  FAX 0776-56-3928 

×12 ×12×3×4
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学校名
（所属名） 幼・小・中・高等・特別支援等 学校

お名前

退職継続組合員の方はご住所を
ご記入ください  （ご住所）〒　　　 －

※�ご記入いただいた個人情報は、学生協からのご連絡、賞品の発送等に利用いたします。また、ご記入いただいたアンケートは、学生協だよりに掲
載する場合があります。それ以外の利用や第三者への開示はいたしません。当生協の個人情報管理規程に基づき適正に保管・破棄いたします。

問 題 　2020年、CO・OP商品は何周年でしょうか？ 締め切り
2020年

12月4日（金）

◆クイズは FAX、ホームページからのご応募も可能です！
◆正解者の中から抽選で 30名様 に QUOカード1,000円分 を差し上げます！

答 え

第24回 海岸クリーンアップに参加！
■ ９月５日（土）　鷹巣海水浴場
■ ９月12日（土）　三国サンセットビーチ

　福井県生活協同組合連合会が、1997年の
「ナホトカ号重油流出事故」から毎年実施して
いる「海岸クリーンアップ｣活動も24回目を
迎えました。学生協の職員も鷹巣海水浴場と
三国サンセットビーチの会場へ参加し、清掃
活動を行いました。残暑が厳しく、どんどん気温が上昇する中での
活動でしたが、黙々と砂浜や駐車場周辺のごみを拾い集めました。

たばこの吸殻や、ペットボトルに
空き缶など、両会場合わせて、約
70袋の燃えるごみと約17袋の燃
えないごみを回収しました。

参加申込み等、詳しくは、「ご退職予定者説明会開催のご案内」（10月中旬発送予定）をご覧ください。
説明会当日は、退職手続きの書類をお渡しする予定になっております。

～ご退職予定の組合員のみなさまへ～
永年、学生協の事業に格別のご支援・ご理解をいただき誠にありがとうございます。　
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。

ご退職予定者説明会を開催いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
【期日、会場 及び 日程】

嶺北会場　　令和2年12月5日（土）
① 10：00～12：00 （福井 坂井 吉田 大野 勝山）　② 14：00～16：00 （鯖江 丹生 南条 越前 高校（嶺北） 私学）
　 ※ 3密を避けるため、支部ごとに分けさせていただきました。
福井県教育センター ４Ｆ 大ホール　福井市大手2丁目22-28　TEL 0776-23-1889

【内容】
　・福井県学校生活協同組合の退職後手続きについて
　・ （公財）日本教育公務員弘済会福井支部の退職後

手続きについて
　・「リタイアメント・マップ」セミナー

※ 当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必ずマスクをご着用ください。また、会場入り口にて検温・アルコール消毒のご協力をお願いいたします。

嶺南会場　　令和2年12月6日（日）
14：00 ～ 16：00 （嶺南地区）
敦賀市　福祉総合センター「あいあいプラザ」
　　　　　　　　　　　　　　　2Fふれあいホール
敦賀市東洋町4-1　TEL 0770-22-1700

答え

2020年7月 学生協クイズ 答え

ぞう

291名の方々にご応募いただき、
厳選なる抽選の結果、

30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 What�is�an�animal�with�a�long�nose？

※�象、ゾウ、ぞうさん等、
「ぞう」とわかるもの
は全て正解にさせて
いただいております。

周年


