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交通安全スローガン 令和４年 一般部門 全日本交通安全協会会長賞

イヤホンで ふさぐな町の 声と音

□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

編集責任者：神谷 昇

年度末の大切なお知らせ

ＳＤＧｓクイズ入門 №６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。

愛 読 者 紹 介

勝又 知世子 先生【富士宮東高】

第３回一人一品利用運動途中集計速報！

第３回女性部共同購入集計報告！ ご協力ありがとうございました！
第3回女性部共同購入の集計結果をお知らせします。上位は定番の人気商品が独占。

第1位は「ティラミスチョコ」、第2位は「アーモンドフィッシュ」第3位は「カレー
カシュー」でした。新商品の「感謝チョコ」も第4位と大健闘でした。SDGs商品の
「cp・op日本のコーンスープ」「キャンバスコーヒーセット」も多くの方からご注文
をいただきました。今後も、一層工夫して品揃えの充実に努めてまいります。

１００％達成分会には、協力賞「カリカリピーなつ」をお届けいたしました。

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。

Housing事業 ４つのお得な特典!

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！まずは教職員生協までご連絡を！

提携ハウスメーカー なんと21社‼

STCニュース
web版

ＳhizuokaＴeacher’sＣo-op ニュース

《人気商品》

１位 アーモンドのサンダー
２位 ほがじゃ ほたて
３位 ブラックサンダー 至福のバター
４位 ペヤングやきそばソースカツ
５位 シューラスクミニ人気３種セット
６位 いちご ホワイトチョコ

今回、教職員生協のツアーに初めて
参加させていただきました。インター
コンチネンタル東京ベイでのランチ、
劇団四季『アナと雪の女王』の観劇、
ＴＡＳＡＫＩ紀尾井町店でのセミナー
＆ショッピング。どれをとっても素晴
らしく、優雅な気分で非日常を味わえ
る大満足の１日でした。特にアナ雪は
もともと大好きな作品でしたが、その
世界観が少しも失われることなく再現
され、生演奏での役者さんたちの圧巻
の歌声に心が震えました。機会があれ

ばまた参加したいと思います。

Ｑ 下記の内容は、持続可能な開発目標のどの項目 ⁇

①現在世界では約8億4000万人が電力にアクセス
できていません。エネルギーの多くは、石油や石
炭、天然ガスといった限りある資源に頼らざるを
えません。

②開発途上国では失業率の高さや児童労働が大きな
問題となり、先進国では過労死や立場の弱い人た
ちの不利益な待遇が問題となっています。

③マイクロプラスチックによる海洋汚染がすすみ、
人間が出す大量のゴミや排水が海を汚して、魚や
鳥、海獣の命を奪っています。

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！

【事務担当者様・生協係様へのお願い】
組合員様の『異動連絡についてのお願い』を事務担当者様・生協

係様宛に送付いたしました。お忙しい時期に恐縮ですが、必要事項
をご記入の上、3月末日までにＦＡＸにてご返信ください。

【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・メール等でお知らせください。

【退職 の組合員様】
早期退職の方への「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。（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。）
定年退職の方で、まだお手続きがお済でない方は、お早めにお願い
いたします。

【住所･電話番号･お名前等に変更がある場合】
ご自宅の住所・電話番号・お名前等に変更がありましたら、 マイページの「個人情報変更」画面にて変更してください。

参加
無料

今すぐ建てなくても聞いておきたい

住宅セミナー

【日時】4月１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

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

おめでとうございます！ 当選者決定‼

組合員証更新にともない「当たるかも！？
キャンペーン」を実施いたしました。
多くの組合員様からご応募をいただき誠に
ありがとうございます。
当選された方へ賞品をお届けいたしますの
で、お楽しみに♪

第１位

《人気商品》

１位 ティラミスチョコ
２位 アーモンドフィッシュ
３位 カレーカシュー
４位 感謝チョコ
５位 ごぼうせんべい
６位 かむかむレモン

（626個）
（617個）
（557個）
（539個）
（507個）
（453個）

（1,014個）
（ 793個）
（ 656個）
（ 476個）
（ 424個）
（ 363個）

《２月１７日現在のデータ》

《各種データ》 （前年実績）
◆ 利用校数： 729校／団体 （736校／団体）
◆ 利用人数： 8,163人 （8,542人）
◆ 注 文 数：14,143点 （14,347点）
◆ １００％以上利用校 381校／団体
◆【静教組 全分会利用単組･支部】

東豆、富士、磐周、湖西

第3回1人1品利用運動の集計途中経過をお知らせします。断然トップは新商品の「アーモンドの
サンダー」、第2位は水窪中学校、試食会１位の「ほがじゃ ほたて」です。

利用率90％以上の職場には、協力賞として「笑みあわせチーズ」をお届けいたします。
※チラシには「個人協力賞」と記載いたしましたが、ただしくは「職場協力賞」です。訂正してお詫び申し上げます。

これからも
「組合員証」を
ご愛顧ください。

第２位

(前年実績)

（924校/団体）

（18,272,158円）

（11,025人）

（21,470点）

（199校）

《各種データ》

◆ 利用校数：866校/団体

◆ 供給高 ：17,411,039円

◆ 利用人数：9,751人

◆ 注文数 ：18,826点

◆ 職場協力賞： 152校



ちょっと休憩タイム ≪クイズに挑戦！≫ 当選者の発表は、
皐月号で紹介します。

「梅開き、桃膨らみて、桜待つ」春を目の前に早いもので年度末を迎えます。
本年度も大きな成果を収め、お疲れ様です。 さあ、クイズでリフレッシュを‼
【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４月１０日（月）必着

３
１ ５ ４

Ｂ ３９ ６ ５

８ ２

６ ４ １ ７
５ ３

Ａ ７ ９ ４

７
８ ３ ２

おめでとうございます！

《睦月号 当選者》 (敬称略)

森本 美歌
杉本委津子
大石 智里
森本 光
森 薫
栗田 裕恵
増田 大翔
青嶌 孝芳
伏見 節子
山田美恵子

（下田：大賀茂小）
（牧之原：相良中）
（菊川：加茂小）
（磐田：竜洋東小）
（松崎高等学校）
（静岡聴覚特別支援）
（袋井特別支援）
（遠江総合高等学校）
（退職）
（退職）

応募用QRコード→

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。

【睦月号の正解者数】
≪正解者≫ 74名（総数74名）
≪正 解≫ Ａ７ Ｂ８

ＳＤＧｓ 入門 №６答え

③「14．海の豊かさを守ろう」

組合員様限定「団体扱・集団扱自動車保険」の取扱い
がございます。

自動車保険更新のタイミングでの
見直しをおすすめしております。
お電話、ＦＡＸ、教職員生協ＨＰより
お見積をご依頼ください！
※団体扱・集団扱対象となる方の範
囲等につきましては弊社までお問合せください。

静岡県教職員生活協同組合内
団体扱･集団扱保険取扱代理店

〒422-8520 静岡県静岡市駿河区登呂6丁目14番27号
TEL 054-288-0611 FAX 054-282-9992

※ＴＥＬ・ＦＡＸのお掛け間違いにご注意ください。

～年度末を迎え、組合員特典のご利用を～

契約指定店紹介

お花のご贈答は…
ﾌﾗﾜｰｻﾛﾝ フルールさわ（静岡市）
三松花（浜松市）

引越しは…
サカイ引越センター

ハウスクリーニングは…
おそうじ本舗

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→

（ ※繁忙期は割引対象外）

二酸化炭素などの温室
効果ガスによって気候変
動を深刻化させています。
エネルギ―をより効果的
に使うこと、再生可能な

エネルギーを増やすことが求められ
ています。エネルギー・ヴェンデ(大
転換)を行なったドイツでは。バイオ
ガスで自家発電をする農家もも増え
てきています。

イギリスの社会改革
家ロバート・オーエン
は工場での児童労働を
やめさせ、世界初の託
児所を設けました。日

本では労働力不足が深刻化する中、
人間を中心に据えた働き方改革を真
剣に考えなければなりません。

プラスチックは食物連鎖
を通して魚などの体内に蓄
積され、 終的にそれらは
濃縮されたかたちで人間の
口へと入ります。また、人
口の増加や世界的な魚介類

の消費量の増加。近年日本でのサンマや
マグロ、ウナギ、秋サケなどの不漁や、
密漁による乱獲など。漁業資源もいずれ
枯渇しかねません。海洋と海洋資源の保
全は急務と言えます。

①「7．エネルギーをみんなに
そしてクリーンに」

②「8．働きがいも経済成長も」


