
　　「心をひとつにふくい応援」に基金
　　　⃝11月３週目よりチラシ配付
　　　⃝12月２日（金）締め切り

供給金額（売上高）の３％を基金へ寄付

ご利用とご協力をお願いします。

ハーベスト12月号ハーベスト12月号

　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生協ボランティア月間
（11月16日㈬～ 2月16日㈭）（11月16日㈬～ 2月16日㈭）

　３年ぶりに、学生協まつり「組合員感謝祭」を10月29日（土）、教育 
センターで開催いたします。
　飲食などは行わず、感染対策を十分に行います。粗品、抽選会、格安
商品など多数ご用意しておりますので、ご家族一同、ご来場いただきます
ようよろしくお願い申し上げます。
※�新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止する場合がございます。

学生協まつり「組合員感謝祭」の開催学生協まつり「組合員感謝祭」の開催       10月29日㈯ 10時～17時10月29日㈯ 10時～17時

　学生協では、2022年10月21日（金）～
12月20日（火）までを「秋の生協強化月間」
と定め、年間の取り組みの中で重要企画
と位置づけ、組合員さまのご協力と結集を
お願いいたしております。
　また、新採用者・未加入者の加入促進な
ども取り組んでまいります。
　この機会にご利用とご協力をいただきま
すようよろしくお願い申し上げます。

秋の生協強化月間が秋の生協強化月間が
� はじまります� はじまります

　期間中20,000円（税別）以上、ご利用の方の中から抽選でステキな
景品をプレゼント!!

　「書籍・チラシ・
カタログ・共同購
入・指定店・ガソ
リンスタンド利用
（給油・車検・修
理）」を期間中に
ぜひともご利用
ください。

冬のホットホットご利用キャンペーン冬のホットホットご利用キャンペーン
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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。

2022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 0120-291-660

ふ く い

学生協だより

0120―291―660
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マイページ登録
キャンペーン実施中！！

書籍ご利用キャンペーン書籍ご利用キャンペーン

➡ ➡ 1212％OFF％OFF通常 10％OFF 通常 10％OFF 

2022年10月21日（金）～11月4日（金）まで2022年10月21日（金）～11月4日（金）まで

2022年8月10日（水） ～ 10月31日（月）まで2022年8月10日（水） ～ 10月31日（月）まで

利用分量
割戻しの対象 期間終了間近

お支払いは便利な給与引去り!!

ぜひ、ご登録をお願いします。
※�登録方法は、学生協HPまたは学生協まで
お問い合わせください。（0776-23-1889）

書籍・雑誌・漫画を12％OFFで購入するチャンスです。
この機会にぜひ、ご利用ください。

家具や寝具など大型の雑貨から、衣料品、アクセ
サリーまで幅広い商品をご案内しております。ご注
文いただいた商品は、宅配便にてご希望の場所ま
でお届けいたします。

※�商品の在庫状況によってはお届けできない場合がございます。
※�お支払いは、給与引去りまたは、口座振替になります。

お家のことでご検討の組合員さまは、
学生協の取扱い店へ!!

ご注文方法

⃝注文書にて ⃝学生協HPより

⃝お電話より
（0776-23-1889）

⃝FAXにて
（0120-291-660）

登録された組合員さま先着2,000名へ
共同購入商品（500円相当）をプレゼント!

キャンペーン１

登録された組合員さまの中から抽選で
ステキな商品をプレゼント!

キャンペーン２

1等 ４K液晶テレビ　1名

2等
ロボット
掃除機� 2名 3等 カタログギフト

（5,000円相当）　20名

くらしと生協・スクロール
通販カタログのご案内

くらしと生協くらしと生協
カタログカタログ

スクロールスクロール
カタログカタログ

住まいの応援団
新築・分譲・リフォーム工事も
学生協取扱い店でお得!!

⃝大和ハウス工業株式会社
⃝三井ホーム北新越
⃝積水ハウス株式会社
⃝株式会社ウエキグミ�パナホーム事業部
⃝北陸ミサワホーム
⃝住友林業株式会社
⃝ニッテ住宅
⃝株式会社一条工務店

ご契約特典ご契約特典

ご利用還元特典ご利用還元特典

2～32～3％ OFF％ OFF

0.5～10.5～1％ ％ 
学生協より学生協より

建物本体工事価格から建物本体工事価格から

プレゼントプレゼント

多くの組合員さまにマイページのご登録をいた
だき誠にありがとうございます。
ご登録いただいた組合員さまは、12月の給与よりマイページの
ご請求明細をご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。

お知らせ
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学生協指定店・提携店でお買い物がますますお得に!!

洋服の青山
● 組合員証を店頭で

提示するだけで、

● さらに、学生協のホームページ又は《はるやま》ホームペー
ジからクーポン券をプリントアウトして、ダブルの割引！！

① 組合員証をご提示ください。
② タイアップカード発行 入会金・年会費無料
③ ポイントをためて、さらにお得にお買い物！

※ また、Ｔカードも併用いただけます。

紳士服 はるやま
タイアップカード
申し込みでいつでも

タイアップカードはお近くの
洋服の青山で発行いたします。

OFF10％10％ クーポン券は、学
生協ホームページ
からプリントアウ
トしてください。

クーポン割引クーポン割引
＋＋

いつでも OFF10％10％

● ＡＯＫＩオンラインショップもご利用いただけます。
 オンラインショップのクーポンコードは【fkui1516】

です。
● Ｐｏｎｔａカードもご利用いただけます。

スーツのAOKI’
● 組合員証を店頭で

提示するだけで、 商品総額より OFF10％10％

下取り＆クーポン券と
併用いただけます！
下取り＆クーポン券と
併用いただけます！

TIE UP
　 CARD

① 組合員証を
店頭で提示するだけで、
メガネ・コンタクトレンズが、
５％OFF!!　※補聴器・備品は除きます

② メガネクリーニング・掛け具合調整・視力測定が無料！
（他店で購入されたメガネでも無料です。）

③ コンタクトレンズの無料相談も受付いたしております。

① 組合員証を
店頭で提示するだけで、
メガネ・コンタクトレンズが、
7％OFF!!

② 補聴器は、5％OFFになります。
 （ご自宅訪問もさせていただきます。）

眼鏡市場 メガネスーパー
％OFF５通常店頭価格より

％OFF７通常店頭価格より

学生協の組合員証をご提示ください。
なお、料金は給与引去りとはなりません。
学生協の組合員証をご提示ください。
なお、料金は給与引去りとはなりません。

県内の㈱アスピカ、アスピカホールでの
葬儀・法事 結婚式・各種パーティー

福祉用具貸与・販売 …10％OFF

アスピカグループ のご利用についてアスピカグループ のご利用について

民救のご利用について 民救サービス事業部  TEL:0776-26-4199

県内のアスピカグループでの

◎祭壇料……10％OFF　◎生　花……10％OFF
◎花　輪……20％OFF　◎盛　籠……10％OFF
◎法事会場費・飲物料金…10％OFF
◎ホールブーケ…20％OFF

◎モーニング
【安心セット内容】
　①上着 ②スラックス（アジャスター付）
　③ベスト ④ネクタイ ⑤サスペンダー
　⑥ポケットチーフ　　⑦手袋

◎卒業袴
【安心セット内容】
　①着物　　②袴　　③半幅帯　　④長襦袢

学校でご注文される場合、ご注文の際に○○学校と
お伝えいただければ10～20％OFFとなります。

◎会 場 費 ……10％OFF

◎貸衣装代 ……20％OFF

◎飲 食 費 ……（披露宴一式）３％OFF
　　 　 　 ……（各種パーティー）10％OFF

セット価格　11,000 円（税込）

8,800円（税込）
20％OFF

セット価格
29,700 円（税込）～ 23,760円（税込）～

20％OFF

袴のみ
7,700 円（税込）～ 6,160円（税込）～

20％OFF

Blan Pur 卒業証書授与式に「モーニング」・「卒業袴」レンタルのご案内

福井店  0776-25-8911 越前店  0778-24-3390
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ご 報 告

卒業式 　学校用スリッパのご案内　 入学式

5

ゴールドカードゴールドカードののサービスサービスをを
年会費無料年会費無料ででご利用できます！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、11,000円（税込）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
キャッシュレス決済で賢くお買い物♪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。

SSK-1510SSK-1510

スタンダードタイプスタンダードタイプ
 580 580円（税込）円（税込）

天然ゴム入りスポンジ底タイプ天然ゴム入りスポンジ底タイプ
※ 底のカラー：アイボリー・ブラウン※ 底のカラー：アイボリー・ブラウン
 760 760円（税込）円（税込）

　東日本大震災により被災された学校への支援として、児童図書企画「2022年度 春・夏の楽しい読書」の収益の一
部（購入1冊につき20円、計60,440円）を「みやぎ生協学校部 ㈱宮城県学校用品協会」様を通じ、宮城県多賀城
市立多賀城八幡小学校へ図書館図書代金として支援いたしました。
　今後も小学校への図書案内を通じて、被災地復興支援活動を続けて参りますので、引き続きご理解、ご協力をお
願い申し上げます。

● カラーバリエーション 全15色　　● 名入れ 全４色　　● サイズの目安 26cm～27cm

※色見本をご用意しておりますので、ご希望の場合は福井県教育用品株式会社までお問い合わせください。
TEL.0776-56-3927　FAX.0776-56-3928

前あきタイプ前あきタイプ
 590 590円（税込）円（税込）

SSK-2260SSK-2260 SSK-2030SSK-2030

福井県教育用品株式会社から
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～ご退職予定の組合員さまへ～～ご退職予定の組合員さまへ～
　ご退職予定者説明会を開催いたします。
　学生協は、ご退職される組合員さまも、現職時同様に生活に密着した福利厚生事業を行い、くらし全般
にわたっての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。

第25回 海岸クリーンアップに第25回 海岸クリーンアップに
参加してきました。参加してきました。

■ 2022年9月3日（土） 鷹巣海水浴場
■ 2022年9月10日（土） 三国サンセットビーチ

　福井県生活協同組合連合会主催の「海岸クリーンアッ
プ」活動も25回を迎えました。昨年は、新型コロナの
影響により中止になりましたが、今年は残暑厳しい中、
砂浜・駐車場周辺のゴミ拾いを行いました。

 「心をひとつにふくい応援」基金へ寄付 
　「ハーベスト７月号」特別展開を行ったと
ころ、供給高（売上）は、2,054,717円、利
用人数1,168人のご利用をいただきました。
61,641円（供給高の３％）を寄付いたしました。

 「2022年８月大雨福井県災害義援金」を 
 福井県へ寄付 
　2022年８月に発生した大雨の災害支援と
して「ハーベスト９月号」を用い特別展開を
行ったところ、供給高（売上）2,804,513円、
利用人数1,639人のご利用をいただきました。
84,135円（供給高の３％）を寄付いたしました。

多くの組合員さまのご協力をいただき
誠にありがとうございました。

【日程】
　2022年12月3日（土）
【会場】
　嶺北：福井県自治会館� 9：30～
　嶺南：ニューサンピア敦賀� 14：00～

【内容】
　⃝福井県学校生活協同組合の退職後の手続き
　⃝�（公財）日本教育公務員弘済会福井支部の退職後の
手続き

　⃝リタイアメント・マップセミナー

※詳細は、10月中旬発送予定「ご退職予定者説明会開催のご案内」をご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止の場合があります。

ご 報 告

キリトリ

■ 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円分が当たります!

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
ク
生
イ
協
ズ 月間秋の

2022年10月21日（金）～12月20日（火）まで行われる月間は？問 題

2022年
11月25日（金）

締 切 日


