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静岡県教職員生活協同組合
〒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

交通通安全スローガン 令和4年 一般部門 内閣総理大臣賞

スマホじゃない 見るのは前でしょ 周りでしょ

□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

編集責任者：神谷 昇

チラシ商品紹介‼ どれにしようかな？

一年中蚊に悩まされ冬は寒かった古い家。愛着
がありましたが、老後を見据え初めて自分たち
の思いを盛り込んだ家を計画することができま
した。新しい家に帰るのが
楽しみです。孫たちも大喜
び！でもダンゴムシがいな
くなった(´；ω；`)と嘆い
ています。STCの法人割引
と成約金をいただき感謝し
ています♪

愛 読 者 紹 介

大石和宏さん 【榛原地区学生協】

退職記念 ジュエリー展 のご案内

【日時】２月１１日(土) 10：00～11：30

２月１５日(水) 10：00～11：30

13：30～15：00

【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

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

007 014 035 041 055 064 086 096
108 114 128 141 151 169 180 190
213 217 243 249 254 260 276 299
312 321 339 346 357 365 376 385
409 422 431 445 459 469 490 494

当選された方へ ：賞品が届くまでの流れ

① 当選券の裏面に必要事項を記入する。
《お名前、住所、電話番号、

購入店名（指定店名）》

② 購入指定店に提出する。ご持参できな
い場合は購入指定店にご連絡ください。

《締切日：２月３日(金)》

③ 賞品の発送

２月１８日（土）頃着予定
⇒ ⇒ 昨年も、多くの組合員の皆様に教職員生協をご利用いただきありがとうございました。

いまだコロナの収束には至りませんが、学校では、Withコロナ対策を講じながら、学校
行事がほぼ実施されるようになってきました。教職員生協でも、昨年「親子やまめ釣り
大会」を実施し、参加された皆様に大変喜んでいただくことができました。また、10年
ぶりに組合員証を更新しました。

2023年は兎年です。「うさぎの上り坂」の諺のように、事業を順調に進めていくこと
ができるよう、全ての役職員が持ち前の力を発揮し、組合員の皆様の「夢あるくらしの
お手伝い」をさせていただきます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。

○ 仲間を広める加入促進・利用促進の取り組みを進めます！
○ 組合員の皆様の声を反映しニーズに応えます！
○ 働き方改革に福利厚生面から貢献します！
○ 生協の事業を通じてＳＤＧｓに貢献します！

教職員生協 理事長 増田 勝俊

Housing事業 ４つのお得な特典!

ネット注文は

こちら→

ご当選おめでとうございます

STCニュース
web版

※ＴＥＬ・ＦＡＸのお掛け間違いにご注意ください。

Ｔeacher’sＣo-op ニュースＳhizuoka

令和４年度指定店まつり

『当選番号』発表！

特典１ 教職員生協と提携するハウスメーカーとのご成約
(新築・リフォーム)で現金50,000円進呈！

特典２ 組合員特別割引！(本体価格から２％～３％）
特典３ 「ご紹介カード」提示でご来場記念プレゼント！
特典４ 資料請求で「ＱＵＯカード1000円分」プレゼント！

ご商談を始める前に、まずは教職員生協にご連絡を！
※分譲マンションも組合員割引きあり！

提携ハウスメーカー なんと21社

令和５年3月1８日(土)・１９日(日)
会場：浮月楼（静岡市）
協賛：LUCIR-K

令和５年３月２５日(土)・２６日(日)
会場：ｷｬﾄﾙｾｿﾞﾝ（浜松市）
協賛：FIRST DIAMOND浜松

ＷＥＢ申込は

こちらから

ご退職の記念に、ジュエリーのご案内に加え、
素敵なお食事と写真撮影をご用意しました。
一生の思い出に、大切な方とぜひご参加ください。

一人一品利用運動
出張試食会 大募集！

開催予定：令和5年2月20日(月) ～3月3日(金)
（東・中・西部で各１校）

開催時間：ご相談に応じます
会 場：会議室または家庭科室
内 容：商品説明､試食･評価 等
応募締切：1月27日（金）

※生協ＨＰ内に
申込書がござ
います。

※各組共通

【グルメ・カタログギフト】
をプレゼント！

県内3 2 店舗が参加した
「指定店まつり」の抽選結
果をお知らせします。
お店からもらった抽選券を
いますぐチェックしよう♪

2023年 ２月18（土）・19（日）
ご予約

プレゼント

ご来場特典
２月上旬に詳しいチラシを

配布します。

回覧

ニュース
チ ラ シ



ちょっと休憩タイム
≪クイズに挑戦！≫

当選者の発表は、
弥生号で紹介します。

須藤 佳久
下川 伸一
杉山 浩二
深澤 夕子
浦山 武士
小林 光男
後藤 舞子
寺島 直子
松浦 理博
鈴木 竜一
大石智香子
水村 優子
長谷川典央
柴田未紗子
鈴木 啓介
蝶野 宏明
芹澤 幸子
大庭 佳孝
勝又 弥生
松井 江利

（沼津：第二中）
（富士：富士川第一小）
（静岡：西豊田小）
（静岡：両河内小中）
（静岡：観山中）
（静岡：清水飯田中）
（藤枝：青島北小）
（島田：大津小）
（掛川：大坂小）
（浜松：蒲小）
（浜松：都田南小）
（浜松：北浜南小）
（浜松：東陽中）
（清水東高等学校）
（磐田南高等学校）
（浜松工業高等学校）
（退職）
（退職）
（退職）
（退職）

今年は卯年！「家内安全」「飛躍」「向上」の年です。新しいことに挑戦
するのに最適な年です。さあ、そこでみんなそろってクイズに挑戦 ‼

【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。

◆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５年２月１０日（金）必着

４ ９ １ ８
６８ １ ５

Ｂ

５ ４
２ Ａ ３
８ ４ ９ ７

５ １

９ ２ １
７ ４

応募用
QRコード→

・いつも楽しみにしています。ちょっとした息抜きのつもりがいつの
間にか夢中になってしまっています。

・クイズに挑戦！前々回当選させていただき、豪華賞品を直接届けて
くださり恐縮しました。一回休みましたが、また、賑やかしに参加
させてもらいます。ちょっとした休憩タイムは、今は、時間があっ
て集中タイムです。

クイズ挑戦者の声

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ます。

【霜月号の正解者数】
≪正解者≫ 68名（総数 68名）
≪正 解≫Ａ ７ Ｂ ８

《霜月号 当選者》 (敬称略)

おめでとうございます！
組合員証更新記念
霜月号の当選者は 20名！

教職員生協の指定店・契約指定店
を利用してみよう♪

指定店・契約指定店
の一覧はこちら→


