
≪霜月 号≫

静岡県教職員生活協同組合
Ｓhizuoka

回覧ニュース
チ ラ シ

〒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

交通安全スローガン 令和４年 一般部門 内閣総理大臣賞

乗るなら しっかりお酒と ディスタンス

□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

出 光

ENEOS

※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。（一部お取扱いできないＳＳがあります。）

※全国のENEOSスタンドで給油等が可能です。

※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）

鈴与

ENEOSウイング

ガソリン給油情報

多くのご利用でより安い価格を！

価格情報
はこちら

ホームページ

教職員生協 検索

Ｔeacher’s 編集責任者：神谷 昇Ｃo-op ニュース

チラシ商品紹介‼ どれにしようかな？

Attention please 重要なお知らせ‼

ネット注文は

こちら→
愛 読 者 紹 介

【住所不明組合員のみなし自由脱退】に関する公告
生協法および静岡県教職員生活協同組合定款および規則に基づき、下記の通り令和４年度の【住

所不明組合員のみなし自由脱退】に関する公告を行います。

１．対象者

今回みなし自由脱退の対象者となるのは、令和２年10月1日から令和４年9月30日までの2年間

に渡って、組合員名簿に登録された自宅住所での連絡が取れない方です。この期間に【出資金通知

書はがき】が届いていない組合員の方は教職員生協へご連絡ください。

２．名簿の掲載と手続きおよび期日

該当する組合員名簿を教職員生協事務所に掲載します。お心当たりのある方は教職員生協へご連

絡ください。みなし自由脱退の対象者は、令和５年2月28日までに住所変更または脱退（出資金返

還）の手続きをお願いいたします。

３．みなし自由脱退処理後の出資金について

令和５年2月28日までに住所が確認できない組合員は、3月の理事会での決議を経て令和４年度

末をもってみなし自由脱退手続きを行い、6月の通常総代会で報告を行います。ただし、処理後に

みなし自由脱退組合員から出資金の払戻し請求があれば返還いたします。

◎定年退職予定組合員様へ
退職後の「継続または脱退手続きについて」の案内文書を、12月下旬に送付いたします。1月2７日(金)ま

でにご提出いただきますようお願いいたします。なお、脱退申出書をご提出した場合でも、3月末日までは組合
員としてご利用できます。
◎早期退職予定組合員様へ

「継続または脱退申出書」を、1月下旬に各所属所宛に送付いたします。所属長または生協係様に申し出て、
手続きをお願いいたします。
◆継続に新たな負担は必要ありません

教職員生協は、退職後も継続加入の申込みをしていただくことで、組合員資格を得ることができます。継続
に新たな負担は必要ありません。一度脱退してしまうと、退職後に再加入することができません。

ＳＤＧｓクイズ入門 №５答えは裏面

教職員生協は、エシカルな商品の供給、フード
バンク活動の支援など、ＳＤＧｓの取り組みを通じ
て社会貢献をすすめています。

Ｑ下記の内容は、持続可能な開発目標の
どの項目 ⁇

静岡市

浜松市

3月18日(土)19日(日)

3月25日(土)26日(日)

於：ＬＵＣＩＲーＫ

於：FIRST DIAMOND浜松

期間：令和4年10月１日～12月31日

参加指定店：県内32店が参加

当選賞品：グルメ・カタログギフト

詳細は、教職員生協ホームページを
ご覧ください。

多くの組合員様のご利用をお待ちして

います。

令和４年9月1日～12月15日の間にご加入された方に

もれなく「ＱＵＯカード500円券」
※ＱＵＯカードは、
組合員証と合わせて
職場（１～２ヶ月後）
にお届けします。

キャトルセゾン

浮月楼

お問い合わせは
教職員生協まで

※絵柄が変わる場合がございます。

お手続きは
こちらから→

続

ＷＥＢから加入申込ができます。
スマホでも、パソコンでも
いつでも、どこでも♪

この秋、新しい組合員証と
キャンペーンチラシが届きます！

組合員証の更新に伴い、更新記念
キャンペーン実施中です。
この機会にぜひ、マイページ登録
して応募しよう‼

【新しい組合員証】

①あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を推進する。

②格差解消（差別されない権利）国内及び国家間
の不平等を是正する。

③持続可能な消費と生産のパターンを確保する。
サプライチェーン（調達、製造、販売消費など
の一連の流れ）上の権利。

参加費
無料

新宿中村屋 国産素材の
よりどりセット

２,９８０円（税込3,218円）

カフェタッセ
ミニタブレットアソート

１,４８０円（税込1,598円）

川村 里枝さん【浜松地区 退職】

ＷＥＢ申込は
こちらから

人生の節目は、いろいろあります。
「定年退職」は、何と言いましても
大きな節目です。教職員生協紹介の
「退職記念」イベントへの参加は、
自分への御褒美と新たな人とのつな
がりと出会う素敵な機会となりまし
た。
STCニュース≪クイズに挑戦！≫

が大好きで、スラスラっとできれば、
最高です。「私の人生、いくつになっ
ても今が旬」です。

★応募方法はキャンペーンチラシをご覧ください★

https://www.kyousyokuin-seikyo.com/form/kanyu/

プレゼント♪



≪クイズに挑戦！≫

おめでとうございます！

《長月号 当選者》 (敬称略)
佐野 充洋
深澤 修一
西原 大貴
藤野 政夫
野村 昌宏
鈴木 良子
小澤 広子
鈴木 達也
高橋 尚巳
袴田 智恵美

（裾野：西中）
（富士：大淵第一小）
（静岡：両河内小中）
（菊川：菊川西中）
（袋井：袋井中）
（浜松：浜松北浜小）
（浜松：可美中）
（伊豆総合高校土肥分校）
（退職）
（退職）

当選者の皆様には、豪華賞品（?）を贈
呈いたします。お楽しみに！また、教職員
生協のご利用もお待ちしており

【長月号の正解者数】
≪正解者≫ 56名（総数 56名）
≪正 解≫ Ａ７ Ｂ ７

ＳＤＧｓ 入門 №５答え
①「３.すべての人に健康と福祉を」

毎年500万人を超える子どもたちが、
5歳の誕生日を迎える前に命を落とし
ています。一方、薬物の乱用やアルコー
ルへの依存、交通事故、環境汚染など
によって、健康を害する人は、途上国・
先進国を問わず増え続けています。

②「10.人や国の不平等をなくそう」

ほんの一握りの人たちに富が集中し、
貧しい人はより貧しくなり、所得の不
平等が拡大しています。また、年齢や
性別、障がい、人種、民族、宗教や出
自などにより生じる不平等をなくし、
すべての人が活躍できる社会の実現を。

③「１２.つくる責任 つかう責任」

大量のエネルギー消費・ものづくり・
廃棄、これが現代社会の生産と消費の
現状です。さらに、児童労働や生態系
の破壊など、劣悪な環境下で生産され
ていないか、つくられている背景の認
識が消費者にとって必要不可欠です。

今すぐ建てなくても聞いておきたい

住宅セミナー
参加
無料

【日時】12月10日(土)10：00～1１：３0

【会場】教職員生協 ４階会議室

【定員】１５名

【内容】建築会社の選び方、賢い土地の
探し方、リフォーム、建て替え、
住み替えの分岐点

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

速報！ 第２回 女性部共同購入集計 ご協力ありがとうございました！

１００％達成分会には、協力賞「おやつ箱 ちび勝ソース」をお届けいたしました。

定番商品は、相変わらずの大人気。他をおさえて堂々の１位は「ティラミスチョコ」でした。

エシカル商品や静岡地元商品も多数ご注文をいただきました。

《人気商品》
１位 ティラミスチョコ (1,106個)
２位 アーモンドフィッシュ (779個)
３位 カレーカシュー (653個)
４位 牧場のドーナツ (574個)
５位 かむかむレモン (552個)

《各種データ》 （前年実績）
◆利用校数：727校／団体 （738校／団体）
◆利用人数：8,641人 （8,581人）
◆注 文 数：14,263点 （14,265点）
◆１００％以上利用校462校／団体

【静教組 全分会利用単組･支部】
賀茂・東豆・榛原・磐周・湖西

早いものでもう霜月。仲冬(ちゅうとう)、雪待月(ゆきまちつき)とも言われ、
季節感が伝わる和風月名です。さあ、クイズで脳トレ、リフレッシュしよう‼

５ 6 4 3
2 7 8 9

1 Ｂ 7 6
6 5 1 4

7 5

9 4 1 3

7 6
Ａ 8

◆生協ホームページからの応募もできます。その場合も上記応募条件を満たしてください。
【FAX送信先】フリーダイヤル ０１２０－８２－９９９２

【締切日】 令和４年１２月１０日（土）必着 応募用QRコード→

静岡銀行及び静岡県信用保証協会により、
「SDGs」 の達成に向けた企業の取り組
みをサポートする活動において、県教職員
生協の活動が評価され、静岡銀行から「行
動宣言書」をいただきました。

屋根・外壁塗装は信頼できる専門店へご相談を。

組合員証更新記念
霜月号の当選者はなんと２倍 20名！※当選者の発表は、睦月号で紹介します。

【ルール】

① あいているマスに1～9のいずれかの数字を入れ
てください。
② 縦・横の各列及び、太線で囲まれた３×３のブ

ロック内に同じ数字が複数入ってはいけません。

【問題】右の表を完成させた時、ＡやＢに入る数は
いくつですか。 Ａ Ｂ

【応募方法】
◆Ａ４サイズの用紙に「答え」「所属所名」「お名前」
「組合員番号」を記載し、必ず当生協の事業・商品に
関するご意見・ご要望もご記入ください。


