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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。

2021年 11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

はじまります！はじまります！はじまります！秋の生協強化月間はじまります！ 10月21日（木）～12月20日（月）
☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2021』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2021』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2021』☆『冬のホットホットご利用キャンペーン 2021』
ご利用期間
10月21日（木）～12月20日（月）

☆ ハーベスト12月号「心をひとつにふくい応援」基金企画☆ ハーベスト12月号「心をひとつにふくい応援」基金企画☆ ハーベスト12月号「心をひとつにふくい応援」基金企画☆ ハーベスト12月号「心をひとつにふくい応援」基金企画

11月５日チラシお届け予定
11月19日締め切り

詳しくは 2ページ 詳しくは 4ページ

団体扱い自動車保険のご案内
保険始期が2021年10月1日～2022年9月30日のご契約に適用されます。

2021年9月作成　21-T02485
B21-200673

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  ご契約者が県費教職員（福井県から毎月給与の支払いを受けている教職員）、

またはその退職者であること。
　③ 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。

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!!
大口団体割引 16％

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。団体扱いとなる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱い特
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。

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。

～ご退職予定の組合員のみなさまへ～
　「ご退職予定者説明会」は、昨年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、
中止させていただくことといたしました。
　詳しくは、10月14日発送の「ご退職予定者説明会中止のお知らせ」
をご覧ください。

　11月に開催を予定しておりました「組合員感謝際2021」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。
　誠に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。

「組合員感謝祭2021」開催中止のお知らせ
手続き等の説明は
WEB配信を予定
しております。

福井 学生協お得な情報がいっぱいの学生協ホームページをぜひご覧ください。
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助け合おう！ふくい
「心をひとつに ふくい応援」基金へ寄付のご報告
「ハーベスト７月号」を特別展開させていただきました。
供給高（売上）は 2,149,327円（前年比129.4％）、利用人
数は 1,287名（前年比140.8％）のご利用をいただきました。
供給高の3％、64,480円を寄付いたしました。

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。

　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。
　学生協 指定店・協力店のご利
用や団体扱い保険にご加入いた
だく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
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セイキョウ  タロウ
1 2 3

学生協チラシ・カタログ配付日程

★ 11月26日 お届け予定 ★

【●共同購入 12月3日締め切り 12月3週目から商品発送予定】
●迎春の食卓（冷蔵食品特集） ●年末正月食品大特集
●THE 生活用品 大掃除特集

学生協お正月特集 ラーメン特集
洋服の青山チラシ 秋冬 はるやまチラシ

★ 11月12日 お届け予定 ★

【●共同購入 11月19日締め切り 12月1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
●すまいるらいふ ●学事出版とっておきの教育書特集 秋冬
●あったらいいな 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 ●アウラコスメ企画

がくせいきょうのお買い得チラシ 秋号
わくわくショッピング 冬号 美食宅配 年末特別号
ミキハウス新春福袋 おせち特集（アデリー）
ＡＯＫＩ 秋シーズン 住友林業チラシ

すこやかびと冊子 冬号　おすすめ良品 冬号　ふだんウィズ 厳冬号
すくすく応援団＆Baby 厳冬+エクルール 厳冬号

くらしと生協

くらしと生協冊子 厳冬号
なるほどのある服 厳冬号+好きな暮らしチラシ冬号

くらしと生協

ご注文
お待ちしております。

★ 11月5日 お届け予定 ★
ハーベスト 12月号（ふくい応援企画）　全国うまいものお取り寄せフェア 冬号

冬ヤングミセス誕生祭＆冬エラスティ2＆
冬ナイスミセス3＆冬インナーファッション4

スクロール

坂井宏行監修
津軽りんごパイと濃厚チーズケーキ

￥4,320（税込）

おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介おすすめのチラシをご紹介
全国うまいものお取り寄せフェア 冬

訳ありチーズケーキバー

濃厚なチーズの風味と爽やかな
レモンの酸味が広がります。
パティシエが自分で食べるために
作ったまかないスイーツです。

500g ￥2,980（税込）　500g×2 ￥4,980（税込）

鉄人坂井宏行が厳選したスイーツセットです。
風味豊かで濃厚なクリームチーズをたっぷり使ったベイクドチーズケーキです。

銀座千疋屋
銀座ミルフィーユ15個入り

爽やかなフルーツの香りがする自慢の焼き菓子です。

￥3,240（税込）

よくばり魚卵３点セット
（味付いくら100g・味付数の子100g・辛子明太子100g)

￥6,264（税込）
人気の魚卵３品を集めた贅沢なセット。
それぞれが100gとちょうど
よいサイズです。

「ふくい応援企画」ハーベスト12月号

「心をひとつに ふくい応援」基金
 ・・・運営：（公財）福井県健康管理協会　協力：福井県

寄付金は新型コロナウイルス感染症の最前線で闘う医療従事
者等の支援やさらなる感染症対策の充実に役立てられます。

チラシお届け・・・11月5日（金）　締め切り・・・11月19日（金）

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

供給金額（売上）の３%を「心をひとつに ふくい応援」基
金に寄付いたします。

第2弾第2弾
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スクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノートスクールプランニングノート

明日からの学校生活が変わる！
5つのポイント
●学校での 1 週間の予定をすっきり管理！
●毎日のちょっとした気づきをメモできる！
●行事等の複数の仕事の進行管理ができる！
●プリント類を貼ってカスタマイズできる！
●｢別冊ノート」でなんでも記録ができる！

※その他のタイプもあります
•Ｂタイプ（中学・高校 教師向け）
•Ｕタイプ（ユニバーサル）
•Ｍタイプ

　　（教頭・副校長・教務主任向け）
•Ｊタイプ（学校事務職員向け）

詳しくは、学校お届けのチラシ、または学生協ＨＰをご覧いただくか、
学生協までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

忙しい学校生活が変わる！ 先生のためのスケジュール管理＆記録ノート
＜Aタイプ（小学校教師向け）＞
学級担任として児童の毎日の記録を残すことを重視。
　B5 サイズ 
　2022 年 4 月

～ 2023 年 3 月

スゴ技ノートスゴ技ノートスゴ技ノートスゴ技ノート
2022年度版2022年度版

授業も学級経営もこれ1冊で！

Ｐタイプ（校長向け）ＮＥＷＮＥＷ

早期購入プレゼント！早期購入プレゼント！
日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を
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12月３日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を
ご注文の方に「別冊ノート」をもう1冊プレゼント！
また、ハーベストｎｅｏ12月号では限定色の限定販売がございます！

12月３日までにノート本体（Ａ／Ｂ／Ｕ／Ｍタイプ）を
ご注文の方に「別冊ノート」をもう1冊プレゼント！
また、ハーベストｎｅｏ12月号では限定色の限定販売がございます！

※Ｊ／Ｐタイプは対象外です。

メインページは、見開き1ページに
「週案」と、「子どもの記録」が合体

料 金 表（税込）

― 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-21-388-421930-210914-1

〜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。

⽕⽕ ⾦⾦

新規加⼊・⾒直し・保険⾦請求まで、お⼿続きは簡単です︕

（※１）制度内容等の詳細は、パンフレットをご参照ください（※２）⼀部の制度名称・特⻑・保険期間を掲載しています。
（※３）⼊院サポートコース（先進医療型）および収⼊補償サポートコースは、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・特⻑（※２）および保険期間

（※１）

申込締切⽇︓令和３年１２⽉１７⽇（⾦） 更新⽇︓令和４年 ４⽉ １⽇（⾦）

制度名称 特⻑ 保険期間

⽣活サポートコース 死亡・⾼度障害の場合、死亡・⾼度障害保険⾦をお⽀払い
します。 令和４年

４⽉ １⽇
〜

令和５年
３⽉３１⽇

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。

収⼊補償
サポートコース（※３）

⼊院だけではなく、医師の指⽰による⾃宅療養も対象と
なります。就業不能状態の場合の収⼊の減少に備えます。

ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために

退職後も保険年齢６９歳までの保障が確保できます。
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各商品のお見積り・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

福井県教育用品株式会社からのご案内

校章入り

木製賞状盆

～うるし塗り本金仕上げ～

熟達した職人が熟達した職人が

真心をこめて手作りした、真心をこめて手作りした、

本金仕上げの逸品です。

SSK-1510

スタンダードタイプ 天然ゴム入りスポンジ底タイプ
※ 底のカラーはアイボリー・ブラウン
からお選びください。カラーバリエーションは全15色

01.レッド　02.ワイン　03.ローズ　04.ブラック　05.アイボリー
06.チョコ　07.ブラウン　08.ゴールド　09.マスタード　10.ベージュ
11.コン（紺）　12.マリンブルー　13.エメラルド　14.グラスグリーン　15.グリーン

名入れは、金・銀・白・黒の4色、直線・カーブからお選びいただけます。

前あきタイプ

サイズの目安
26㎝～27㎝

SSK-2260 SSK-2030

～卒業生に “おめでとう”の花を～ 卒業式用コサージュ

桜のコサージュ ハニーガーベラ
（全３色）

サニーローズ
（全７色）

カトレアシンフォニー
（全３色）

「ご卒業おめでとう」
タレ付など、他にも多
数ご用意しております。

（裏面文字入れ可）

● サイズ各種取り揃えています

※ご注文からお届けまで約20日いただきます。予めご了承ください。

13号（A4サイズ相当）～20号（B3サイズ相当）
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所在不明組合員さまの調査について
　組合員さまのうち、住所を変更されその届出をいただいていない方で、２事業年度連続し
て通知書が届かないため下記11名の方々が、「所在不明組合員」となっております。（令和３
年９月30日現在）
　このままでは、定款第11条に基づき「法定脱退」の手続きと、「所在不明組合員等のみな
し自由脱退手続き規則」により、出資金をお返しすることができなくなります。
　下記名簿の方でご本人さま、またはご家族さまの連絡先にお心当たりのある方は、ぜひ学
生協までご連絡ください。所在が判明した方については「脱退処理」から除きます。
　何卒趣旨をお汲み取りいただき、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

NO. 氏名 登録住所 NO. 氏名 登録住所

1 井上　教寿 福井市 7 上田　歳男 福井市

2 轡田　光雄 坂井市 8 竹内　博通 坂井市

3 奥野　　明 南越前町 9 浅見　忠明 小浜市

4 吉川キミエ 福井市 10 酒井　　豊 勝山市

5 林　　道枝 大野市 11 宗京　卓子 福井市

6 宮崎　弘子 福井市

学生協　総務課　 TEL：0776-23-1889　FAX：0120-291-660 　E-mail：info@fgcoop.or.jp

記
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「2021年度第１回一人一品利用運動」の
人気商品第１位は？問題

答え

2021年7月 学生協クイズ 答え

378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。

　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2021」の抽選会を9月10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・お名前をご記入のうえ、
〒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。）
●３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：
2021年9月14日（月）～2021年12月10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 ケルヒャー KHB5
0408 1404

ルンバ642 1105

富くじ当選番号発表 !!富くじ当選番号発表 !!

2等 スチームアイロン
0193 1287 1482

3等 焼肉用若狭牛 600g（直送）
0045 0300 1032 1139 1237

4等 カタログギフト
0067 0379 0388 1006 1020
1142 1154 1475 1516 1535

5等 サラダ油セット
下 1桁共通 9

富くじ

0000

抽選ナンバーは
ここです！

お手元の「富くじ」を
今一度お確かめください。

Ｃ
焦がしキャラメルナッツアーモンド

キリトリ

学
ク
生
イ
協
ズ

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、当選者への賞品の配送業務に使用させていただきます。それ以外の利用や第三者への開示はいたしません。

答 え

　学生協は、収集ボランティ
ア活動として、使用済み切
手・書き損じはがき・外国
コイン・ベルマーク等を集
めますので、ご協力をお願
い申し上げます。収集物は、福井県ボランティ
アセンターなどを通じて売却され、その売上
金が福祉活動に活用されますので、学校、ご
家庭にございましたら、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）をご利用いただき、学生協へ送付くださ
いますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

生協ボランティア月間
（11月15日㈪～ 2月15日㈫）

応援」基金

問 題
昨年度よりチラシによる特別展開にてご協力いただいている、新型コロ
ナウイルス感染症の最前線で闘う医療従事者等の支援やさらなる感染症
対策の充実に役立てられている基金名は？ □□□を埋めてください。

「心をひとつに
■ クイズは FAX（0120-291-660）、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！

締め切り
2021年11月26日（金）


