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「締めました！」乗る人みんなの 合言葉

Ｔeacher’s 編集責任者：神谷 昇Ｃo-op ニュース

愛 読 者 紹 介

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

≪教職員生協から年度末のお願い≫

【早期退職予定 の組合員様へ】
「継続または脱退手続きのご案内」を、各所属所宛に

送付いたしました。所属長または生協係様に申し出て、
手続きをお願い致します。なお、ご案内は教職員生協ホー
ムページにも掲載しております。

【ご退職後に 県外に引っ越しされる 組合員様へ】
３月末までに必ず継続または脱退手続きの書類をご提

出ください。県外在住予定で団体扱い保険（アフラック、
組織・グループ保険、東京海上日動、富国生命等）をご
継続される組合員様については退職組合員として継続を
お引き受けします。その他の県外在住予定の組合員様に
つきましては、脱退のお手続きをお願い致します。

ご退職後もぜひ教職員生協継続を！
教職員生協は、退職後も継続して加入できる職域生

協です。退職後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。継続に追加の負担は必要ありません。
退職後も、ぜひ継続加入をお願い致します。

【市町教育関係行政機関へ異動・出向予定
の組合員様】

【県・公立学校⇔政令市立学校、採用試験
受け直し等の新規採用予定 の組合員様】
生協を継続してご利用いただけます。「継

続または脱退申請書」の提出は不要です。
○市町委員会へ異動・出向の方
お支払い方法が口座引落に変更となります。

後日、預金口座振替依頼書を送付しますので、

ご提出をお願い致します。（事前に手続きを
ご希望の方は教職員生協までご連絡ください。）
○新規採用で4月から勤務予定の方

生協で管理する組合員番号等の変更が必要
となるため、4月7日までに新しい勤務先学校
を電話・ＦＡＸ・メール等でお知らせくださ
い。よろしくお願いします。

お問合せは教職員生協(054-282-2140)

東京海上日動教育振興基金

第３８回 教育研究助成 決定

教職員生協・学生協連合会主催

『自作教材・教具』創作助成 受賞者決定
【優秀賞】 （敬称略）

伊豆市立中伊豆中学校 日吉千佳

「血管模型」

浜松市立金指小学校 大橋靖子

「今年のうた ｶﾚﾝﾀﾞｰﾏｰﾁの折り紙ﾘｰｽ」

「のりものすごろく」「れきしすごろく」

【団体研究】 （敬称略）

静岡県教育研究会理科教育研究部

「中学校理科教員の新時代に向けた授業力向上計画」

退職記念 ジュエリー展 のご案内

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

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。

ＷＥＢ申込は
こちらから

□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

STCニュース
web版回覧

ニュース
チ ラ シ

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

ホームページ

教職員生協 検索
※ＴＥＬ・ＦＡＸのお掛け間違いにご注意ください。

第11回共同購入 紹介‼

ガソリン給油情報

ENEOSウイング ・鈴与 出 光
※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）

※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。）

ENEOS
※全国のENEOSスタンドで給油等が可能です。

価格情報はこちら⇒ 多くのご利用でより安い価格を！

ジュエルツチヤ
「スプリングフェア」開催のお知らせ

【日時】３月１１日(土) 10：00～11：30

３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

焼津市柳新屋882 ℡ 054-629-1670

営業時間 / 10:00～19:00

定休日 / 水曜日（祝日を除く）

【共同購入商品の自宅への配送料について】

自宅配送を希望される組合員様の声を反映し、
通常7,560円以上のお買い上げで無料配送のところ、

今回に限り5,500円以上のお買い上げで送料無料‼
ぜひ、この機会にお求めの商品のご購入を‼

今回に限り‼

送料条件も♪参加費無料

ネット注文は
こちら→

生協さんでは、いつもよい買い物をさせてもらってい
ます。「よい」と感じる点2つ。

1点目は、長年の伝統で商品の品質に信頼がもてるから。

2点目は、エシカル（倫理的）な買い物ができていると

感じるから。価格だけで買い物をする時代ではないと思

います。

ギフト用に「小豆島そうめん」を毎年購入しています。

大変好評です。その他にも家庭常備薬や教育に関する本

を購入しています。

チラシを見て初めて

知る本もあり、大変

役立っています。

クイズは、頭の休息

に行っています。

これからもよい商品

を提供してください！

杉山 浩二 先生【静岡市立西豊田小】

まずはお気軽にお電話ください

みずほ店 0120-783-901
掛川駅前店 0120-450-402
新富士駅前店 0120-01-6624



ちょっと休憩タイム

（静岡：たちばな幼）
（熱海：第二小）
（富士：吉永第一小）
（御前崎：浜岡東小）
（袋井：浅羽中）
（浜松：気賀小）
（常葉大学附属常葉高）
（静岡県立大）
（小笠地区学生協）
（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ます。

五月人形特別内覧会開催のお知らせ

江戸時代よりの人形専門

尚、お買上頂きました商品には、代々伝わる一家の印である、家紋をお付けい
たします。（一部除外品もございますので、詳しくはお問い合わせください。）

特別内覧会期間中：組合員様特別価格にてご提供！

五月五日は、端午の節句。『人形の久月』では、五月人形・鯉のぼりを多
数揃えております。尚、期間中に限り組合員様特別奉仕価格でご提供致しま
す。皆様のご来店心よりお待ち致しております。

◎営業時間 ＡＭ９：１５～ＰＭ６：００

期間：３月１１日（土）～４月２日（日）期間内無休

平松 悦夫
尾知山稔哉
岸 強志
小粥 慶子
佐々木晴子
久住 俊介
勝又 健太
神谷 皇億
渡邉 信吾
鶴見 恒幸

（森：飯田幼）
（富士：田子浦小）
（静岡：安倍口小）
（浜松：和田東小）
（浜松：麁玉小）
（伊東高等学校）
（小山高等学校）
（静岡視覚特支）
（退職）
（退職）

節分が過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続きます。風邪など
ひかず、くれぐれもご自愛ください。寒さを吹き飛ばし、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。

・ナンプレパズル大好きです。QRコードですぐに応募できたので、送ってみました！
・前回当選させていただき、プレゼントもいただきました。ありがとうございます。

これからもがんばってクイズに挑戦したいと思います。
・正解者が56名と急増していて、認知度が高まっている気がします。益々頑張りたい

です。

クイズ挑戦者の声

おめでとうございます！
《師走月号 当選者》

【難問】

【易問】

横山 芳恵
寺尾 健一
林 未季
中山 広昭
一木 普子
竹内 敦子
竹田 恒
井上 和幸
齊藤 辰治
川村 里枝

【師走月号の正解者数】

易問 73名(総数 74名) 正解 Ａ２ Ｂ７

難問 64名(総数 66名) 正解 Ｃ３ Ｄ７

（敬称略）

≪クイズに挑戦！≫

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→

（端午の節句と五月人形の始まり）

五月五日の「こどもの日」を「端午の

節句」と呼びますが、古来中国では五

月初めの丑の日に邪気を払うためによ

もぎで作った人形や虎を軒に挿し、ち

まきや柏餅を食べるなどの行事が行わ

れていました。

【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３月１０日（金）必着

４３ ５
７

３ ５ １

Ｂ ７ １ ４
９

４ ６２

３ ４ １ ６ ７

２ Ａ ４ ３
９ ５ ８

応募用QRコード


