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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。

2018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

＊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

ふ く い

学生協だより

お 知

ら せ ご注文の際に、 ぜひご利用ください！

学生協フリーダイヤル FAX  を開設しました!! 0120―291―660

秋の生協強化月間始まります！秋の生協強化月間始まります！10月21日（日）～12月20日（木）

ご利用期間 10月21日（日）～12月20日（木）☆ 冬のホットホットご利用キャンペーン2018☆ 冬のホットホットご利用キャンペーン2018☆ 冬のホットホットご利用キャンペーン2018☆ 冬のホットホットご利用キャンペーン2018
詳しくは4ページを
ご覧ください。

☆ ハーベスト12月号（東日本支援企画）☆ ハーベスト12月号（東日本支援企画）☆ ハーベスト12月号（東日本支援企画）☆ ハーベスト12月号（東日本支援企画） 詳しくは3ページをご覧ください。

ご利用期間 10月21日（日）～11月30日（金）☆ 書籍ご利用キャンペーン☆ 書籍ご利用キャンペーン☆ 書籍ご利用キャンペーン☆ 書籍ご利用キャンペーン 詳しくは7ページをご覧ください。
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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2018」の抽選会を9月7日（金）に（一財）福井
県教育センターにて行いました。

●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（一財）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：2018年9月10日（月）～2018年12月7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 パナソニック サイクロン式掃除機
0388　0841　

パナソニック ロボット掃除機 ルーロ
1351

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）
0117　0237　1425　1603　1877

3等 パナソニック 衣類スチーマー
1020　1975　2128

4等 カタログギフト
0051　0090　0147　0444　0544
0711　0751　1224　1585　1823

5等 サラダ油セット 下 1桁共通 0

　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。10月12日現在、
お渡しできていない景品が残っておりますので、今一度お手元の「富くじ」をお確かめください。

　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22回目を迎えました。学生協の職員も三
国サンセットビーチの会場へ参加し、砂浜や駐車場周辺の清掃活動を行いました。
　金曜日から当日の朝まで降り続いた雨が、開始時間に合わせたようにやみ、無事
に清掃活動を行うことができました。
　たばこの吸殻、使用後の花火、空き缶やペットボトル、発泡スチロール、流木な
ど、約48袋の燃やせるゴミと、約10袋の燃やせないゴミを回収しました。

第22回 海岸クリーンアップに参加!!第22回 海岸クリーンアップに参加!! ■９月８日㈯ 午前 9:00 ～ 三国サンセットビーチ

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・協力店を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、利用分量割戻の対象になります。

学生協へは、いつでも加入いただけます。（出資金は6,000円をお願いしております。）
※加入申込書は、学生協HPよりダウンロードできます。

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
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 学生協チラシ・カタログ配付日程 
11月9日 お届け予定

【● 共同購入 11 月 16 日締め切り 11 月 5 週目から商品発送予定】
【◎ 共同購入 11 月 30 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（東日本支援企画・5％OFF）

● ハーベストneo12 月号　　● すまいるらいふ 12 月号
■ 使って快適 良品市場 冬（ファイン）
■ わくわくショッピング冬号　　■ 美食宅配年度末特別号
◎ 迎春の食卓（冷蔵）　　◎ 年末正月食品大特集
■ 学生協のお正月特集　　■ 蟹祭り
■ くらしと生協 ウェズファミリー冬号
◆ スクロール 秋ラプティ２ ＆秋ScrollBasic2 ②
◆ スクロール 冬エラスティ２ ③
◆ くらしと生協 おすすめベスト冬号　
◆ くらしと生協 快適寝具特集冬号
◆ くらしと生協 まいにち着る服チラシ冬号
◆ 女性部企画 ハーベストプラス 2 学期

11月20日 お届け予定
◆ スクロール 冬エラスティ３ ④
◆ くらしと生協 ハッピーマルシェ冊子冬号
◆ くらしと生協 くらしと生協冊子厳冬号

（●◎■希望者配付　◆各学校 1 部配付）
ご注文お待ちしております。

ハーベスト７月号 特別展開
ご 報 告

　2018年度第1回東日本大震災支援として「ハーベスト7月
号」を特別展開いたしました。供給高は1,717,367円（前年比
101.8％）、利用人数は842名（前年比93.0％）のご利用をい
ただきました。供給高の3％（51,521円）を第2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。

第2回東日本大震災支援企画は
11月9日お届け予定の「ハーベスト12月号」で

特別展開させていただきます。

今後とも、ご利用・ご協力を
お願い申し上げます。

特別展開のご案内『ハ－ベスト12月号』第2回

全品（税込） 5%OFF5%OFF5%OFF5%OFF

供給高（売上）の３％を、宮城県内の被災され
た学校へ支援金としてお送りいたします。た
くさんの方のご利用、ご協力をよろしくお願
いします。

お醤油屋さんのつけやき 55枚お醤油屋さんのつけやき 55枚
1,339円（税込）

カレーカシュー（ポット入り） 190ｇカレーカシュー（ポット入り） 190ｇ
972円（税込）

ヨーグルトレーズン 30袋ヨーグルトレーズン 30袋 1,242円（税込）
パッケージがリニューアルしました！

有明産のり朝一番 2本有明産のり朝一番 2本
1,080円（税込）

お正月のご準備は、学生協で！！

和洋中おせち 三店コラボ 神楽坂 三段重和洋中おせち 三店コラボ 神楽坂 三段重
組合員特別価格  15,552円（税込）

冷凍　お届け日 ： 12月30日

玉清生おせち 曙玉清生おせち 曙
組合員特別価格  16,330円（税込）

冷蔵　お届け日 ： 12月31日

11月9日お届け予定の 迎春の食卓（冷蔵） にてご注文できます。

新年を
祝う

おせち
いろいろな種類のおせちを
取り揃えております。
詳しくは、
11月9日お届けのチラシを
ぜひご覧ください！

お正月用かまぼこ「寿」紅白2本組　お正月用かまぼこ「寿」紅白2本組　
2,764円（税込）

数の子 200g 数の子 200g 1,933円（税込） 特選栗きんとん
200ｇ×2 
特選栗きんとん
200ｇ×2 

1,868円（税込）

野沢菜漬 560ｇ×2 野沢菜漬 560ｇ×2 

1,490円（税込）

早 

期 

割 

引

組
合
員
特
別
価
格

オードブルセットオードブルセット
1,468円（税込）

今年も

やります！
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お得なキャンペーン情報
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学生協協力店でお買い物がますますお得に!!

はじめてコンタクトレンズをご使用になられる場合は、必ず眼科医の受診を受け、
処方箋をもとにコンタクトレンズのお買い求めをお願いいたします。

◀バナーをクリック◀バナーをクリック
学生協ホームページ（http://fgcoop.or.jp/）より
コンタクトレンズ通販・アイランド ビズのサイトへアクセスください。

表示価格より、５％OFF!!　さらに！ ４箱以上購入で送料無料！！
ご注文の際、注文画面の備考欄に必ず【学校名（勤務先名）】もしくは【退職継続組合員】とご入力
ください。ご入力がない場合、ご優待価格対象外となりますのでご注意ください。

コンタクト ・ カラコン通販ショップ  eyeland Biz  ～アイランド ビズ～ ％OFF5表示価格より

※ また、Ｔカードも併用いただけます。

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！

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（補聴器・備品を除く）が、５％OFF!!

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 現金払いの場合、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 ％OFF5通常店頭価格より

メガネスーパー ％OFF7通常店頭価格より

全国の店舗で
店頭表示価格より OFF％5
また、Pontaカード もご利用いただけます。

でお買い物いただけます。

※クーポン券がお手元にない場合は、学生協（TEL 0776-23-1889）までご連絡くださいますようお願いいたします。

本券をご精算前にレジにてご提示ください。
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 豊富な在庫　教育書・専門書も充実の品揃え！
　（ 一般書店では手に入りにくい教育書や専門書も含め、約80万点の充実した品揃えです。）

 新刊予約が出来ます。

 最短中1日で登録先にお届けいたします。

キャンペーン対象のご注文方法は、下記の通りとなります。
● 「書籍購入のご案内」ご注文用紙でのご注文　　● Eメールでのご注文
● 学生協へお電話（0776-23-1889）でのご注文
● 学生協へFAX（0120-291-660）でのご注文
 ※ 学校配送無料、自宅配送は4,000円以上で送料無料です。

安いほうがいいけど、少しで
も早く読みたい方はこちら

＜学生協へご注文ください＞

※ 学校配送無料、自宅配送は4,000円
以上で送料無料です。

宅 配 サ ビ スー やってます!!

学校生協の本やさん

書 籍

書籍のみ

書籍

DVD

C D

Blu-ray

C D

DVD

Blu-ray◀ 学生協ホームページから、会員登録ください！

学生協ホームページのバナーをクリック！
会員登録のうえ、ご利用ください。
共同購入チラシでのロングセ
ラー商品から、先生お役立ち
グッズ（スタンプや便利な文房
具）まで、幅広いシーンの商品
が揃っています。

ぜひ会員登録をお願いします！

学生協組合員さま専用のショッピングサイトです

先生に役立つ情報もあります！

クリック！

その他の書籍購入方法もございます。

３％OFF!!通常 2％OFF → 

秋の生協強化月間  10月21日（日） ～ 11月30日（金）の間は

12％OFF!!通常 10％OFF → 

秋の生協強化月間  10月21日（日） ～ 11月30日（金）の間は

大好評につき、

期間延長いたしました。

※ 学校用書籍のご注文は、対
象外とさせていただきます。

※ こちらはキャンペーン対象外です。 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。

雑誌定期購読（年間）も取り扱っております!!

check !
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【団体扱いの要件】
① 学生協の組合員であること。
② 上記の保険会社で学生協指定代理店、指定ディーラーでのご契約であること。

自動車保険は、ご退職後も団体扱いが可能です！
【団体扱いへの変更手続きについて】

現在、上記指定代理店、指定ディーラーでご契約されている場合、担当者に学生協の組合員であることをお伝えください。
現在、他社さまでのご契約、新規でのご契約ご希望の場合、学生協（TEL 0776-23-1889）までご連絡ください。

お見積もりは無料です！　お気軽にお問い合わせください。
また、学生協ホームページの各種届出用紙に自動車保険「団体扱い」見積依頼シートがございますのでご利用ください。

損保ジャパン日本興亜（株）
■ （有）アトラス（嶺北）　■ クローバ保険ナビ（株）（嶺北）　■ （株）富士殖産（嶺北）　■ （株）長村自動車（嶺北）
■ （有）コラボ（嶺南）　■ （有）アスクール（嶺南）　■ （有）ファースト企画（嶺南）
◆ 福井トヨタ自動車（株）（県内13か所、レクサス福井含む）
◆ 福井トヨペット（株）（県内10か所、フォルクスワーゲン福井ルート8含む）
◆ ネッツトヨタ福井（株）（県内12か所）　◆ 福井ダイハツ販売（株）（県内8か所)　◆ 北陸スバル自動車（株）（県内3か所）
◆ 福井日産自動車（株）（県内8か所）　◆ 日産プリンス福井販売（株）（県内8か所）　◆ 福井スズキ自動車販売（株）（県内7か所）
◆ （株）ホンダベルノ福井（県内3か所）　◆ （株）ホンダクリオ福井（県内5か所）　◆ （株）ホンダ四輪販売福井（県内4か所)
◆ あおい商事（株）（県内9か所）

東京海上日動火災保険（株）
■ （有）アトラス（福井市・鯖江市・丹生郡）　■ （株）オールティ（あわら市・坂井市・吉田郡）　■ TADA総合サービス（勝山市・大野市）
■ （有）イノウエ（越前市・今立郡・南条郡）　■ （有）ＴＲｉＯ（敦賀市・三方郡）
■ （有）田中総合保険サービス（小浜市・三方上中郡・大飯郡）
◆ 福井トヨペット（株）（県内10か所、フォルクスワーゲン福井ルート8含む）　◆ トヨタカローラ福井（株）（県内9か所）
◆ ネッツトヨタ福井（株）（県内12か所）　◆ 福井トヨタ自動車（株）（県内13か所、レクサス福井店含む）
◆ 日産プリンス福井販売（株）（県内9か所）　◆ 福井日産自動車（株）（県内8か所）
◆ 福井スズキ自動車販売（株）（県内8か所）　◆ （株）スズキ自販北陸（県内4か所）　◆ 福井三菱自動車販売（株）（県内6か所）
◆ （株）北陸マツダ（県内5か所）　◆ （株）ホンダベルノ福井（県内3か所）　◆ 福井ヤナセ（株）（県内3か所）
◆ 福井ヤナセ中央（株）（県内3か所）

三井住友海上火災保険（株）
■ ＭＳ福井（株）（勝山市・大野市以外）　■ （株）橋本代理店（勝山市・大野市）
◆ 福井トヨタ自動車（株）（県内13か所、レクサス福井店含む）　◆ ネッツトヨタ福井（株）（県内12か所）
◆ 福井トヨペット（株）（県内10か所、フォルクスワーゲン福井ルート8含む）　◆ トヨタカローラ福井（株）（県内9か所）
◆ 福井ダイハツ販売（株）（県内8か所）

あいおいニッセイ同和損保（株）
■ （有）アトラス　■ 三和イコール企画株式会社  武生オフィス、 福井オフィス
◆ 福井トヨタ自動車（株）（県内13か所、レクサス福井含む）
◆ 福井トヨペット（株）（県内10か所、フォルクスワーゲン福井ルート8含む）
◆ トヨタカローラ福井（株）（県内9か所）　◆ ネッツトヨタ福井（株）（県内12か所）　◆ 福井ダイハツ販売(株）（県内8か所）

団体扱い割引率12％割引!!
保険料の分割割増なし！

団体扱い一時払いは、
一般契約分割払いに比べて

約16％割安!!

ご家族のお車も団体扱いに
加入できます。

団体扱いは
お得で便利 !!
団体扱いは
お得で便利 !!

個人扱いにてお支払いされている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保険はございませんか？

団体扱い自動車保険のご案内団体扱い自動車保険のご案内団体扱い自動車保険のご案内
保険始期が 2018 年 10 月 1 日～ 2019 年 9 月 30 日のご契約の割引率が決定いたしました。

≪団体取り扱い保険会社一覧≫≪団体取り扱い保険会社一覧≫≪団体取り扱い保険会社一覧≫ ■：指定代理店（ ）内は担当地区　◆指定ディーラー（ ）内は店舗数

団体扱いができる
指定代理店、

指定ディーラーが
増えました!!

団体扱いができる
指定代理店、

指定ディーラーが
増えました!!
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土・日・祝日 車検対応！（予約制）土・日・祝日 車検対応！（予約制） 事前点検お見積もり 無料！事前点検お見積もり 無料！代車無料代車無料

車検学生協の のご案内
あおい商事 あおいSSランド　8：00 ～ 20：00  TEL (直通) 0776-38-0138

当工場は、安心・安全・丁寧で、さらに安い車検を心掛けています !!

小型貨物車 55,150 円 ～
軽自動車 62,770 円 ～
小型車 73,430 円 ～
中型車 81,630 円 ～
大型車 89,830 円 ～

車検基本料・検査料法人特別コース
車両クラス 車検総額（税込）

≪車検総額は、車検基本料・検査料・その他法定費用の合計額です。≫
上記価格は国産車の基本価格です。
輸入車等は価格が変更になりますので別途お見積もりさせていただきます。 
車種・年式によって重量税が異なる場合があります。
追加整備が必要な場合には別途お見積もりさせていただきます。

当社通常価格 47,120 円～

30,000 円（税込）
下記７点込
セット価格

① 法定点検費用
② 検査料・代行手数料
③ オイル交換無料＋オイルエレメント交換
④ ブレーキオイル交換
⑤ 下回り防錆加工
⑥ マフラー防錆加工
⑦ タイヤ預り保管サービス
　※ 脱着等の料金は別途発生します。
　※ 保管の期間は次回車検までです。

価格には、サイドスリップ・ヘッドライト調整・ドラム内
調整・サイドブレーキ調整・バッテリー診断・タイヤ空気
圧調整などが含まれています。
6 ヶ月または 10,000km の整備保証付きです。
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ハウジング協議会は

家づくり＆リフォームを応援します！

新築・分譲住宅購入の場合
＊建物本体工事税抜価格（土地代･オプションは除く）
　より 3%OFF （一条工務店は２％OFF）
＊完成後に建物本体工事税抜価格の
　0.5% 相当をプレゼント
　（一条工務店は対象外になります）

＊総工事費税抜価格より
　3%OFF
＊完成後に総工事費税抜価格の
　1% 相当をプレゼント

増改築・リフォームの場合

下記の内容のいずれかを満たした場合に、組合員特典がございます
① 学生協へ事前に資料請求等が有り、契約が成立した場合
② 見積り以前に、学生協組合員証（告知でも可）を提示し契約が成立した場合
③ 見積り以前に各ハウスメーカーのホームページに掲載されている提携割引紹介カードを発行し契約が成立した場合

住友林業㈱ 福井営業所
積水ハウス㈱ 福井営業所
大和ハウス工業㈱ 福井支店
北陸ミサワホーム㈱ 福井支店
三井ホーム･北新越ホーム㈱ 福井営業所

㈱一条工務店 福井支店
㈱ウエキグミ パナソニックホームズ事業部
㈱ニッテ住宅

組合員特典組合員特典

※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、アスピカホールにて

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

葬儀・法事 をする場合

学校で注文される場
合、お電話で○○学
校と言っていただけ
れば10～20％OFF
となります。

県内のアスピカグループにて
結婚式・各種パーティー をする場合

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

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

◎貸衣装代 ………… 20％OFF
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ご退職予定の組合員のみなさまへ

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月下旬発送予定）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。

○ 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

○ 期日　平成30年12月８日（土）

○ 会場及び日程

嶺北会場
10：00～12：00

（一財）福井県教育センター 4F 大ホール

福井市大手2丁目22-28　℡ 0776-23-1889

嶺南会場
14：00～16：00

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　℡ 0770-22-1700

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。
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■ クイズは フリーダイヤル FAX、ホームページからのご応募も可能です！　　
■ 問題の正解者の中から抽選で30名様に、三菱UFJギフトカード 1,000円分を差し上げます！

学校名
（所属名） 幼・小・中・高等・特別支援 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、当選者への賞品の発送のみに使用させていただきます。第三者への開示はいたしません。

問 題 　今年の「秋の生協祭り2018」はいつでしょうか？

答 え

締め切り
2018年

11月16日（金）

学
ク
生
イ
協
ズ

今年は11月3日、4日に学生協祭りの開催を予定しております。ご意見、ご要望、企画してほしいこと等ございましたらご記入ください。アンケート内容

答え

貴重なご意見を多数いただきまして、誠にありがとうございました。お寄せいただきましたご意見・ご要望は、今後の
学生協祭りの参考にさせていただきます。

�昨年初めて行きました。ビンゴおもしろかったです。　　 �そば打ちを毎回楽しみにしています。
�野菜のつめ放題があったと思いますが、もっと種類があるとうれしいです。フルーツの販売もしてほしい。
�一人一品運動などで高評だった商品を、少しお買い得にして販売してくださると嬉しいです。
�小さな子どもを連れて行っても何か楽しい企画があるとうれしいです。
�退職した現在、仲間と出会う機会も減るのでこういった企画で、出会える場があるのはうれしい。

アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。一部ご紹介させていただきます。

学生協フリーダイヤル FAX は何番でしょうか？問題

2018年6月 学生協クイズ＆アンケート 答えとご意見

0120－ －9 61 02 6

376名の方々に
ご応募いただき、
厳選なる抽選の結果、
30名様に三菱UFJギフト
カード1,000円分を
送付させて

いただきました。

〈福井県教育用品株式会社からのご報告〉
　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「2018年 春・夏の楽しい読書」
の収益の一部（99,450円）を石巻市立渡波中学校へ「みやぎ生協学校部（株）宮城県学校用品協会」を通
じ、図書館図書代金として支援いたしました。
　今後も児童図書企画を通じて、被災された学校への支援を続けてまいりますので、引き続きご理解、
ご協力をお願い申し上げます。

福井 学生協

アイテムに合わせた
形・サイズをご用意！

卒業式用
コサージュ

卒業証書
ファイル

卒業記念品のご案内

～桜柄「祝卒業」パッケージ入り記念品～ ～式を彩る新定番～

各種取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。　TEL 0776-56-3927　福井県教育用品（株）

電波時計

センチュリー
ケース
認印セット

名入り
シャープペン・
ボールペン

オリジナル
マグカップ

学生協だよりは、学生協ホームページにて公開いたします。
（11月20日予定）ぜひご覧ください！

次
回

11月 日・ 日


