
1

学生協は組合員さまのライフパートナーをめざします。

2023年 １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

令和４年度上半期　組織の状況及び事業・決算報告令和４年度上半期　組織の状況及び事業・決算報告

令和４年９月30日現在、組合員数は8,377人となりました。新採用者244人中161人の方にご加入いただ
きました。
今後、未加入の方への加入促進を行い、組織力の向上を目指します。

１ 組合員数

謹んで新年のご挨拶を申し上げます謹んで新年のご挨拶を申し上げます
旧年中は、当組合事業活動に深いご理解とご支援を賜り、誠にありがとう旧年中は、当組合事業活動に深いご理解とご支援を賜り、誠にありがとう

ございました。ございました。

本年も当組合をより一層ご利用とご協力いただきますよう心からお願い申本年も当組合をより一層ご利用とご協力いただきますよう心からお願い申

し上げます。し上げます。

２ 供給事業
（単位：千円）

令和4年度上半期 前年比（％）
自 主 供 給 28,036 94.5

（2022年度より 新会計基準）

・�書籍・通信は、前年度より減少しております。「書籍」
は前年比72.5％、「くらしと生協」は79.2％です。
共同購入は、前年比99.0％でした。「ハーベスト7月
号・9月号」を特別展開で行い多くの組合員さまにご
利用とご協力いただきました。

（単位：千円）

令和4年度上半期 前年比（％）
供 給 剰 余 金 5,326 111.9
その他事業収入 32,963 95.9
事 業 総 剰 余 金 38,289 97.9
事 業 経 費 29,849 95.2
事 業 剰 余 金 8,440 108.5
事 業 外 損 益 3,058 80.0
経 常 剰 余 金 11,498 99.1

３ 損益の状況
・�供給剰余金、事業剰余金は前年度を上回りました。

・�組合員の皆さまのご利用・ご協力により経常剰余金
は、前年比99.1％になりました。

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。 福井 学生協

今後も、組合員の皆さまのご利用・ご協力をお願い申し上げます。今後も、組合員の皆さまのご利用・ご協力をお願い申し上げます。
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新採用・未加入者の皆さまへ新採用・未加入者の皆さまへ
学生協への加入お待ちしております！学生協への加入お待ちしております！
　学生協は、県内の教職員等の福利厚生を目的に作られ、教職員等一人ひとりが出資金を出し合って　学生協は、県内の教職員等の福利厚生を目的に作られ、教職員等一人ひとりが出資金を出し合って
作った協同互助の組織（生協）です。作った協同互助の組織（生協）です。
　安心・安全な商品の供給はもとより、多種多様なニーズに応えられるよう努めてまいります。　安心・安全な商品の供給はもとより、多種多様なニーズに応えられるよう努めてまいります。

マイページのご登録はお済みですか？
「学生協マイページ」は、パソコン・スマートフォン・
タブレット端末を利用して請求明細書や出資状況表を
WEBで確認できるサービスです。

⃝学生協担当者さまの負担軽減
⃝請求明細書の印刷・発送費用等の削減
⃝紙資源の削除による環境保全
⃝情報発信ツールとしての活用

マイページ移行の目的

⃝請求明細書をWEBで確認できます
⃝学生協からお得情報を配信します
⃝個人情報の確認・変更ができます

マイページのメリット

経費の削減により事業剰余が確保でき、
利用分量割戻金として組合員さまに還元することができます

組合員さまのメリット



重点チラシのご案内

2022年度 第2回目 一人一品利用運動一人一品利用運動ののご報告ご報告
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第２回の利用人数は2,661人（前年比77.5％）、供給高（売上）は、第２回の利用人数は2,661人（前年比77.5％）、供給高（売上）は、
3,936,909円（前年比88.5％）になりました。多くの組合員さまにご利3,936,909円（前年比88.5％）になりました。多くの組合員さまにご利
用いただき誠にありがとうございました。用いただき誠にありがとうございました。
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参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参
りますので、よろしくお願いします。りますので、よろしくお願いします。

10月29日（土）、教育センターにて、３年ぶりに「組合員感謝10月29日（土）、教育センターにて、３年ぶりに「組合員感謝
祭」を新型コロナ感染症拡大防止対策をし、１日開催で行いま祭」を新型コロナ感染症拡大防止対策をし、１日開催で行いま
した。ハロウィンイベント、コストコ商品など、組合員に喜ばれした。ハロウィンイベント、コストコ商品など、組合員に喜ばれ
る企画を行い、当日は、243人のご来場をいただき誠にありがる企画を行い、当日は、243人のご来場をいただき誠にありが
とうございました。とうございました。

人気商品 ベスト５

ブラックサンダーブラックサンダー
至福のバター至福のバター
�� （150個）（150個）

とろあまとろあま
紅はるかの干し芋紅はるかの干し芋
�� （140個）（140個）

第第４４位位 第第５５位位

運転免許証取得は学生協で！運転免許証取得は学生協で！

（1）技能教習では、優先的に配車予約ができます。
（2）組合員限定価格が適応されます。（右記参照）

◦組合員メリット

ご存じですか？学生協で運転免許証を取得するとこんなメリットが…！
組合員のご家族（同一生計）の方も対象になります。

ＭＴ車　 285,000円（税込）
ＡＴ車　 278,000円（税込）
追加料金不要の安心パック付き！
技能補習は6時間、仮免許（技能）、卒業検定（技能）は、
それぞれ1回限定の追加受講を含んでいます。

その他教習  通常料金より10,000円割引！

●その他ご注意いただきたいこと
※  優先配車予約について、繁忙期は希望通りにならない場合もあります。
※ 組合員限定価格に仮免学科受験料は含まれておりません。
※ 安心パックを超える延長補習料金は、別途請求になります。
※  学生協に加入されていない方や、直接各教習所に申し込まれた場合は、 

組合員限定割引の対象外とさせていただきます。
※ 教習料金は、直接お支払いください。
　（利用分量割戻しの対象にはなりませんのでご了承ください。）

対象の
自動車
教習所

福井県自動車学園教習所 あおい学園教習所
福井自動車学校 ・武生自動車学校
大野自動車学校 ・敦賀自動車学校
小浜自動車学校

AOIドライビングスクール
福井校・勝山校・敦賀校

チラシお届け日チラシお届け日：：→→１１月 13 日月 13 日㈮㈮
締め切り日：締め切り日：→１→１月 27 日月 27 日㈮㈮
商品納品日：→２月２週目～商品納品日：→２月２週目～

第３回第３回 一人一品利用運動 一人一品利用運動
ロイズ商品、ドーナツ棒などロイズ商品、ドーナツ棒など
人気商品が掲載されています。人気商品が掲載されています。

学生協祭り「組合員感謝祭」を
開催しました。

ブラックサンダーブラックサンダー
�� （241個）（241個）

第第２２位位

さかなっつハイ！�さかなっつハイ！�（179個）（179個）
大地の恵み大地の恵み
ナッツ＆フルーツナッツ＆フルーツ（168個）（168個）

第第３３位位

第第１１位位

ロイズ商品、ドーナツ棒などロイズ商品、ドーナツ棒など
人気商品が掲載されています。人気商品が掲載されています。

３年ぶり
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アフラックの団体扱い加入者募集アフラックの団体扱い加入者募集

【取り扱い要項 】
〇�団体扱いは、福井県学校生活協同組合の組合員さまの契約が
対象です。。

〇�保険料は、現職の方は給与引去り、退職継続組合員さまは福
井銀行口座振替となります。※月払いのみの取り扱いです。

団体扱い対象 商品：例
⃝医療保険 EVER Prime
⃝生きるためのがん保険 Days １ WINGS
⃝休職保険
※�団体扱い対象商品はその他商品もございますが、一部対象になら
ない商品もございます。

詳しくは、学生協（TEL：0776-23-1889）までご連絡ください。

団体扱いで保険料を割安に！ 
退職継続組合員さまも団体扱いが可能です！

取り扱い要項

● 団体扱いは、組合員さまの特典です。

● 保険料は、毎月給与引去りとなります。

※ ご退職者はアフラックのみとなります。
※ 組合員さまが保険契約者の保険が対象です。

※ 月払いのみの取り扱いとなります。

※ 給与引去りができない等で団体扱いができな
い場合がございます。

※ 所属異動、退職等で要件を満たさなくなった
場合は、その時点で団体扱いができなくなり
ます。

※ 各保険会社、保険種類によって団体扱いでき
ない場合がございます。

※ 団体料率適用後の保険料は、ご契約の保険
会社へお問い合わせください。

現在、口座振替払い等で直接保険会社にお支払いしている生命保険を団体現在、口座振替払い等で直接保険会社にお支払いしている生命保険を団体
扱いに変更されますと、扱いに変更されますと、保険料が割安になります保険料が割安になります。。
学生協では、下記保険会社について団体扱いを行っています。学生協では、下記保険会社について団体扱いを行っています。
新規のご契約やすでにご加入のご契約も団体扱いへ変更可能です。新規のご契約やすでにご加入のご契約も団体扱いへ変更可能です。
団体扱い変更後も、契約内容やご担当者の変更はございません。団体扱い変更後も、契約内容やご担当者の変更はございません。

お手続き方法 各保険会社の担当の方か、各保険会社お客さまコールセンター、または学生協
（TEL0776-23-1889）までご連絡ください。

日本生命 ジブラルタ生命
（旧 スター生命）

富国生命 朝日生命

マニュライフ生命 アフラック

大樹生命 住友生命

第一生命

明治安田生命

かんぽ生命

【保険会社一覧】

団体扱い生命保険団体扱い生命保険団体扱い生命保険 団体扱いは団体扱いは
お得で便利!お得で便利!

個人扱いにてお支払いされている生命保険はございませんか？個人扱いにてお支払いされている生命保険はございませんか？



各商品へのお問い合わせは福井県教育用品株式会社 TEL. 0776-56-3927 までお願いいたします。
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福井県教育用品株式会社からのご案内
～新入生に “おめでとう”の花を～
入学式用コサージュ

①桜のコサージュ、②ハニーガーベラ（全3色）、
③サニーローズ（全7色）、④カトレアシンフォニー（全3色）、
⑤「ご入学おめでとう」タレ付など、
� 他にも多数ご用意しております。

　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 秋・冬の楽し
い読書」の収益の一部（購入１冊につき20円、
計 45,400 円）を「みやぎ生協学校部 ㈱宮城県
学校用品協会」様を通じ、宮城県石巻市立大原
小学校へ図書館図書代金として支援いたしました。
　今後も児童の皆さま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。

1 2 3 4 5

ちょっとオシャレなちょっとオシャレな

通学用ヘルメットK通学用ヘルメットK型型

※�学用品販売時の直接販売も承ります。お気軽に
ご相談ください。

安全性・機能性・デザインを兼ね備えた新しい自転
車通学用ヘルメットです。

● 定番デザインもございます。
Ｆ型 NR型

バンドカラー
紺 赤 緑 黄
Ｌ：2,500円（税込）
LL：2,600円（税込）

夜光テープカラー
紺 赤 緑 黄 白
Ｌ：2,250円（税込）
LL：2,300円（税込）

夜光テープカラー 白

Ｌ・LL 3,000円（税込）
サイズＬ：頭囲59cm±1cm
　　　LL：頭囲61cm±1cm

自転車用自転車用
SGマーク認定SGマーク認定

書籍ご利用キャンペーン書籍ご利用キャンペーン

全てのコースのお支払い
方法について
・ お支払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。

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・所属への配送は送料無料です。

➡➡  1212％OFF％OFF!!!!通常 10％OFF 通常 10％OFF 

2023年2月1日（水）2023年2月1日（水）
～2023年2月15日（水）の間は、～2023年2月15日（水）の間は、

その他の書籍購入方法もございます。�※キャンペーン対象外です。

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4,400円（税込）以上で送料無料です。
学生協へ直接ご注文ください。

書�籍 雑 誌 漫 画

雑誌定期購読（年間）も取り扱っております!!
学生協HPまたは専用注文書でご注文ください。

学校生協の本やさん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。

《ご報告》
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2022年10月 学生協クイズ 答え

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。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。

月間答 え 生協強化秋の2022 年10月21日（金）～12月
20日（火）まで行われる月間は？問 題

その日からご利用いただけます。

紳士服
はるやま

タイアップカードご登録の流れ

特別割引クーポンがお手元にない場合は、
学生協までご連絡くださいますようお願い
いたします。

法人会員スマホクーポンのご案内
ご優待価格で
お求めいただけます！

クーポンコードは 
【fkui1516】です。

タイアップカードのご登録・ご提示で
いつでも

10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ
1％

ポイント
還元

1％
ポイント

還元&& 組合員証のご提示で
いつでも

10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ
特別割引
クーポン
特別割引
クーポン&&

組合員証の
ご提示で 10％ＯＦＦ10％ＯＦＦ

スーツのAOKI’洋服の青山TIE UP
　 CARD

組合員証を
ご提示ください。

登録用紙に
記入。

即日
カード発行。

ダブル
割引
ダブル
割引

～ ご退職予定の組合員の皆さまへ ～～ ご退職予定の組合員の皆さまへ ～
ご退職予定の組合員さまは、学生協の継続・脱退に関わらずご退職時の手続きが必要となります。ご退職予定の組合員さまは、学生協の継続・脱退に関わらずご退職時の手続きが必要となります。
ご退職後、再任用となられる場合も、ご退職時の手続きが必要となります。ご退職後、再任用となられる場合も、ご退職時の手続きが必要となります。

下記手続き書類のご提出をお願いいたします。
　＊退職に伴う継続・脱退確認書（表）
　＊ 退職継続組合員加入承認申請書・出資金払戻し申請書（裏）
　＊口座振替依頼書（3枚複写）

手続き等の説明を
WEB配信しております。

（パスワード Fgcoop1889）
ご退職後も、ぜひ

ご継続くださいますよう
お願い申し上げます。

また、手続き書類がお手元にない組合員さまは、お送りさせていただきますので、お手数ではございまた、手続き書類がお手元にない組合員さまは、お送りさせていただきますので、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。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。


