ニュース
チラシ
教職員生協とは？

「静岡県教職員生活協同組合」の略称です。静岡県内にある公立・私立の
幼稚園・こども園・保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学（静大を除く）の教職員並び
に教育関係団体に勤務する役職員が出資し、利用・運営している職域生協です。28,000名余の組合員で組
織されており、学校関係に勤務されていれば、どなたでも(事務職員・講師・用務員、他)加入できます。

出資金1,000円をお預かりするだけ

Ｓhizuoka Ｔeacher’s Ｃo-op ニュース

（利用高割戻金は事業の状況により変動しま す。毎年保証する
ものではあ りません。）

県教育会館が主管する「教育講演会」の後援、教
育実践助成、出前授業「南極クラス」など、教育活
動を支援しています。

ＳＤＧsに貢献します
持続可能な社会の実現のために、エシ
カル商品の供給、フードバンク活動の支
援など、SDGsの取り組みを通じて社会
への貢献を進めています。

「組合員証」は「ガソリンカード」
「ENEOSウィング」「鈴与」の
スタンドでは、組合員証（Smile
カード）がそのままガソリンカー
ドとして利用できます。生協価格
で給油ができ、代金は給与控除ま
たは口座引落されるので現金は不
要です。

住まいのこともお任せください
２０社のハウスメーカーと提携しており、組合員
特別割引が受けられます。新築・建売・マンション
のことなら教職員生協へ！大規模・小規模リフォー
ムにも対応いたします。

安心・安全な商品をチラシ・カタログから

マイページでより便利に

安心・安全な食品をはじめ、書籍、
音楽ソフト、生活雑貨等を、お得な
価格でご購入いただけます。人気商
品がいっぱいのチラシを職場にお届け
します。

限定商品のご案内やお得な情報を定期
的に配信しています。
請求明細やガソリン価格も、すぐに確認
することができ、アプリ登録で、デジタ
ル組合員証も使用可能です。

指定店・契約指定店でお買物
教職員生協と提携している指定店・契約指定店で
は、割引価格でのご購入等特典をご用意しています。

各種保険もご案内しています
アフラックがん保険、団体扱生命保険、教職員賠
償責任保険、自動車保険等をご案内しています。詳
しくはＨＰでご確認ください。

まだまだありますこんな特典
○JCBビジネスカード
現職の組合員が申込みできます。年会費無料、
ETCカードも年会費無料です。
○大丸松坂屋百貨店団体契約カード
年会費無料、割引価格で購入できます。

服部

正美さん

【志太地区学生協】
ＳＴＣニュース
のクイズは、我が
家の奥さん、次女
が楽しみにしています。解答ができ
ると、ＦＡＸで送るのが、私の役割。
これまでに二度も当選しました。当
選記録更新に向け、服部家の挑戦は
続いています。いい脳トレになって
います。皆様も、是非、チャレンジ
してください。
余暇は、一席を設けて、これまた
脳のリフレッシュ‼

只今、新規加入キャンペーン実施！
「ＱＵＯカード500円券」

令和4年4月1日～8月31日の間に
ご加入された方に

もれなく進呈します。

※ＱＵＯカードは、組合員証と合わせて
（１～２ヶ月後）に職場にお届けします。
※絵柄が変わる場合がございます。

夢あるくらしのお手伝い！

昇

ホームページ

教職員生協

検索

～令和４年度もよろしくお願いいたします～

桜の舞い散る中、令和４年度がスタートしました。未だ終息の兆しを見せないコロナ禍の
中、教職員の皆様の知恵と努力により、子どもたちが明るく学校生活を送っていることに敬
意を表します。私たち教職員生協は、多忙を極める教職員のための福利厚生団体として、夢
あるくらし、ゆとりある生活の実現に向けて、本年度もお手伝いさせていただきます。
○ 新規加入キャンペーンを実施します
8月31日までにご加入された方に、もれなくQUOカード（500円）を進呈します。
○ 教職員生協のチラシには夢があふれています
主なチラシは生協ホームページにも掲載しており、ＨＰから注文することもできます。
○ お得な情報をメールでお届けしています
マイページに登録し「メール受信」設定をすることで、｢今週のおすすめ｣「ガソリン価
格情報」など、お得な情報をゲットできます。
○ 12月に組合員証の更新時期を迎えます
更新時期が近づきましたら新しい組合員証を順次お届けいたします。ガソリン給油や指
定店でのお買物などにご活用ください。
教職員生協 理事長 増田 勝俊

ご利用で大満足‼ 指定店・契約指定店
指定店・契約指定店の一覧を掲載
した「モバイル指定店商店街」を組
合員の皆さまにお届けいたします。
組合員証を提示すれば、割引価格で
ご利用いただけます。
なお、指定店の一覧は生協ＨＰに
も掲載しています。
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ｓｔｃニュースの配布方法が変わります！
皐月号より、学校配付チラシと一緒に同数分を配付い
たします。そのため、今まで「○月１５日号」として
お届けしましたが、「○月号」となり、お手元に届く
日付が不定期になります。
☆日付が不定期になるため、ガソリン価格の掲載がな
くなりました。各月の１日～１５日、１６日～末日の
価格表示は変わりません。

下欄のＱＲコードからどうぞ‼

ガソリン給油情報

ＵＮＩＴＹ(浜松)：輸入雑貨、衣服
三松花(浜松)：生花
掛川スズキ塗装：塗装、防水
アサンテ：シロアリ防除、湿気・地震対策
イーストピーク不動産(焼津)：不動産
遠州鉄道：不動産、分譲マンション
セキスイハイム東海：住宅建設
百年住宅：住宅建設
アエラホーム：住宅建設
幸和ハウジング：住宅建設
えねい建設：住宅建設、リフォーム
遠鉄ホーム：注文住宅、分譲住宅、リフォーム

価格情報
はこちら
⇒

ENEOSウイング

鈴与
※組合員証（Smileカード）がそのままガソリンカードとして
ご利用いただけます。（高速道路ＯＫ）

出光
※全国のアポロステーション・出光・シェルのスタンドで給油
等が可能です。

ENEOS
※全国のENEOSスタンドで給油等が可能です。

多くのご利用でより安い価格を！

交通安全スローガン 令和4年
加入申込書のダウ ンロードはこちら→

編集責任者：神谷

〒422-8520 静岡市駿河区登呂六丁目14番27号
ご注文・資料請求・連絡等は TEL(054)282-2140 または FAX(0120)82-9992

≪新規契約指定店≫

愛 読 者 紹 介

≪卯月号≫

静岡県教職員生活協同組合

教育活動を支援しています

「加入申込書」に必要事項をご記入の上、教職員生
協にご提出ください。出資金は、加入時に1 ,0 0 0 円
お預かりするだけです。お預かりした出資金は、利
用高割戻金を含め退会時に全額払い戻しいたします。

回覧

□校長・教頭・教務主任 □養護教諭 □１学年 □３学年 □５学年
□事務・用務 □栄養・給食 □支援級 □２学年 □４学年 □６学年

手をあげる

一般部門 内閣総理大臣賞

子どもはあなたを

信じてる

個別相談会のご案内 （住まいと資産活用）
期日
本年度第1回の女性部共同購入です。今回は、静岡メー
カーの感謝価格「Ｗフランボワーズ」「ミカちゃんおやつ
ゼリー」、おいしさ新発見「かるカロ海かおる塩味」「キャ
ラメルサンドクッキー」などをご用意しました。どの商
品も味抜群！大満足！ぜひ、ご賞味を‼
売上の一部を県内の教育振興事業に還元します。

時間
会場

５月６日(金)・7日（土）
10:00～16:30
1組60分
教職員生協事務所

※オンラインによる相談も可能です。
詳細およびお申込みは、HP
または右記QRコードより

講師

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾊﾞﾝｸ㈱代表取締役 山本聡平氏

皆様のパートナー 生協スタッフ紹介①
よろしく
お願いします
「Ｗフランボワーズ」

①座右の銘は？
②愛読書は？
③休日は？

「ミカちゃんおやつゼリー」

山本
「かるカロ海かおる塩味」

「キャラメルサンドクッキー」

ちょっと休憩タイム

修 専務理事

①不言実行
②単行本 (主にビジネス書）
③家族サービス・
オンラインゲーム

増田勝俊 理事長

神谷

①平常心
②ミステリーを乱読
③畑で野菜づくり

①一期一会
②司馬遼太郎
③海に山に孫のお世話

≪クイズに挑戦！≫

昇 常務理事

当選者の発表は、
水無月号で紹介します。

☆一部ご異動が反映されておりません。

新年度がスタートしました。年度初めは毎日が目まぐるしく過ぎていきます。
おめでとうございます！
忙しい合間の一休み、クイズでリフレッシュしてみませんか。
《弥生号 当選者》
(敬称略)
【ルール】
（西伊豆：賀茂小）
渡邉
信吾
９
４
８
２
① あいているマスに1～9のいずれかの数字を入
（熱海：熱海中）
寺尾 健一
れてください。
６
９
（静岡：清水興津小）
村上 由美
② 縦・横の各列及び、太線で囲まれた３×３の
Ｂ
２７
（静岡：両河内小）
深澤 夕子
ブロック内に同じ数字が複数入ってはいけま
５
８ １ 塩谷 容子 （焼津：焼津東小）
せん。
（磐田：竜洋東小）
【問題】右の表を完成させた時、ＡやＢに入る ８
森本 光
９７
数はいくつですか。
（浜松：麁玉小）
佐々木晴子
９
Ａ
Ｂ
（浜松：伊目小）
小池 彰
５３
４
（退職）
山下 達夫
【応募方法】
（退職）
永井 徹
６ ２
◆Ａ４サイズの用紙に「答え」「学校名」「お名前」「組
当選者の皆様には、豪華賞品（?）を贈
３
Ａ
５
合員番号」を記載し、必ず当生協の事業・商品に
呈いたします。お楽しみに！また、教職員
関するご意見・ご要望もご記入ください。
生協のご利用もお待ちしております。
◆生協ホームページからの応募もできます。
応募用QRコード→
その場合も上記応募条件を満たしてください。
【弥生号の正解者数】
【FAX送信先】フリーダイヤル ０１２０－８２－９９９２
≪正解者≫ 29名（総数31名）
【締切日】 令和４年５月１０日（火）必着
≪正 解≫ Ａ ７ Ｂ ８

