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特集：旅の道しるべ／花図鑑 

組合員のひろば 

特集：「よくある消費トラブルについて」 

いまどきワード辞典／お手軽クッキング 

第4回理事会報告 

専門高校生の挑戦（商業高校編） 

学校生協案内（生協説明／新規加入） 

学校生協案内（共購／巡回  他） 

指定店案内「美術の森」 

あたまの体操／お便り応募用紙 

保険（東京海上日動／アメリカンファミリー） 

������

学校創立127年・・・ 
～めざすものは、自主性と豊かな心～ 
　岐阜県立斐太高等学校は、明治19年に創立さ
れた歴史と伝統ある進学校です。また、県内で最
初に制定された校歌は百年以上にわたって、変
わることなく今なお歌い継がれています。 

　その一節である「善友良師の導うけて、切磋琢磨の業をば積まむ」
のとおり、本校では、学び合う者同士、教える者と学ぶ者との間に相互
の信頼関係が築かれています。「切磋琢磨」「確乎不抜」を校訓とし、
生徒は学業と部活動の両立を果たしながら蜻蛉祭（文化祭）や体育祭、
球技大会、マラソン大会等の学校行事にも熱心に取り組んでおり、充実
した高校生活を送っています。生徒会活動も大変活発で多くの行事
が生徒によって自主的に運営されています。生徒の進路意識も高く、
卒業生の約8割が現役で4年制大学に進学し、国公立大学には毎年
100名以上が合格しています。医学部を目指す生徒も多く、地域医療
の人材育成に貢献しています。 
 

白線流し［卒業式後に行われる旧制中学以来の伝統行事］ 
職員室前で学習［昼休み］ 



　漢字表記は「立金花」で、名前の通り、すっくと伸びた茎の先に、黄色いつやや

かな花を咲かせます。とはいえ、花弁のように見える部分は、実は萼片なのだとか。

キンポウゲ科の多年草で水辺や湿地に生育し、枯れたように見える冬の間も、根に

栄養を蓄えて冬を越すたくましさを持っています。しばしばミズバショウの群生地で

一緒に見られ、開花もほぼ同時期。その白と黄色の競演は、みずみずしい春の息吹

を感じさせてくれます。明るく凛とした佇まいで春を告げるからか、花言葉は「必ず来

る幸福」。よく見ると葉っぱもハート型をしています。強さと可憐さを併せ持つリュウ

キンカは、人の心にも希望の光をともしてくれるハッピーな春の使者です。 ～湿原に輝く希望の花～ 
「リュウキンカ」 

特集 
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「池ヶ原湿原」 
～心癒す清浄な別天地～ 

飛騨市宮川町 

　岐阜県の北端、奥飛騨数河流葉県立公園内にある池ヶ原湿原は、「天生

県立自然公園と湿原回廊」の一部として、平成23年度に「岐阜の宝もの」

に認定されました。これは観光王国を目指す岐阜県が全国に通用する大

きな観光資源とするべく、ふるさと自慢を新たに発掘して磨きをかける取り組みです。 

　数年前まではヨシが生い茂ってしまい、本来の植生が危機に瀕していた池ヶ原湿原は、

地元の人たちの努力によって、ようやく昔ながらの植生が戻ってきました。そのため、湿原

の存在は、まだあまり広くは知られていないのです。しかし、現地を訪れたなら、きっと誰も

が感嘆の声を上げるはず。特に4月下旬から5月頃の春の景

観は格別です。6ヘクタールの広大な湿原に広がるのは、30

～40万株ものミズバショウと黄色く輝くリュウキンカの群生。

周囲を囲む白樺林には新芽が

芽吹き、水には陽光がきらめいて、

天上の楽園という言葉がぴっ

たりの別世界が広がります。湿

原と言っても足元の水は清ら

かに澄んで、イワナの姿さえ見られるほど。一筋に伸びる木道を散

策すれば、聞こえるのは風の音と鳥のさえずりのみ。自然のすがす

がしさに日常の憂さなど忘れてしまいます。池ヶ原湿原があるのは標高

1000ｍ弱の場所ですが、入り口までは車で行くことができ、駐車場からほん

の数歩で素晴らしい景観に出会うことができます。また、湿原のふもとの種蔵

集落は、昔ながらの景観と文化が息づく山里で、日本の原風景が残る美しいエ

リア。棚田、水車、種などを保管した板倉づくりの貴重な「種蔵」などが大切に

守られています。地区内には古民家を移築した交流体験宿泊施設「板倉の宿

　種蔵」があり、在来種のソバや田舎料理

も人気です。 

 

▲池ヶ原湿原の春 

▲木道が整備され、快適な散策を楽しめる 

▲湿原のミズバショウ ▲周囲には白樺林が広がる 

▲日本の原風景が残る種蔵地区 ▲山間に広がる棚田 
▲交流体験宿泊施設 
　「板倉の宿　種蔵」の内部 
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　「季節の花図鑑」楽しんで読みました。
大器晩成型の「柚」のように芳しい残
りの人生を香り豊かに過ごしたいです。
我家の柚の大木はどなたが植えて下
さったのか。嫁いでから25年ですが
…見上げる柚に頭をたたかれ、おいし
い柚を味わっています。 
 

郡上市「柚ゆずさん」ご
意見 

　ご飯を炊くとき、お釜
に1粒“ポン”と入れるだ
けで知らず知らずのうち
に手軽にビタミンEが摂
れるのがよいです。また、
ご飯がお釜にくっつかな
い点も評価できます！ 

　とっても簡単にと
ってもおいしいお吸
いものができるので
重宝しています。 
　上品で深い味が楽
しめます！ 

大垣市「JP2AMAさん」オス
スメ商品 

　ひじきは体にいいし、このパウチ
は使いきりで便利なので主人や娘
の弁当に利用しています。実家の母
にもすすめたら好評でした！ 

各務原市「クリちゃん」オスス
メ商品 

“お釜にポン” “お釜にポン” “料亭料亭の 
　お吸いもの” 
“料亭の 
　お吸いもの” 

ひじきドライパックパウチ “ひじきドライパックパウチ” 

「夫婦旅行」 
　お正月に夫婦2人で旅行に行きました。

フリープランで行ったため、ひたすら観光地

やおみやげ店を歩きまわりました。2泊3日

でしたが3日目は体調をくずし食欲もなく、

帰宅してからはそそくさと床に入り…。やっ

ぱりこの年齢になると、のん

びりと温泉につかるようなツ

アーに参加するのが一番…と

痛感しました。 

（関市　みどりさん） 

 

「年初めにあれこれ う」 
　今年の3月で退職を迎えます。

この頃身近にあること、①喪中

のはがきが増えたこと②仲間と

集まると、体の心配のことか孫

の数の報告③身近な道具、昔の遊びなど変

わって、見ないこと、知らないことに驚き、も

う自分は骨董品扱いか～（それだけ貴重な

らいいのだが）など、出来事を考えていくと、

少し寂しくなる。でも、人生折り返し地点と

いう言葉も聞く。何をどのようにして過ごし

ていくのか、ゆっくり考えて生きていこうと

思う今日この頃だ。 

（岐阜市　G.Sさん） 

 
「マラソン大会」 
　3歳の娘が通っている保育園でマラソン

大会がありました。我が子はさほど運動が

得意ではないので大丈夫かなと思っていま

したが、何とか走りきりました。心配だった

ので途中まで一緒に走ったのですが、途中

挫けそうになりつつ、それでも先生に励ま

されながらも、ゴールが出来ました。我が子

といっしょになって完走を喜び

合いました。こういう感動を今

後も積み重ねていきたいです。 

（八百津町　ももたんさん） 

 
「子育てを楽しむ？」 
　高一の娘のこと。ちらかしっ放しの服を

見かねて、「片付けたらどうや？」と言うと、「お

父さん！やっといて」と返ってきた。おまけ

に一言。「子どもに関われるのは、あっとい

う間だよ。ましてや、女の子だからお父さん

と会話もしない子もいるのに。私はなんと

いい子だろう。」とのたまわった。怒る気に

もならずあきれましたが、あ

る意味真実なのかもと納得し

てしまった、ばかな男親でした。 

（関市　H.Mさん） 

 

「家族の話」 
　先日、2才の娘の咳がひどくて病院へつ

れていきました。「胸の写真を」と言われて

心配する私でしたが、娘は緊張しながらも、

右手はしっかりピースサインでじっと立って

いました。「かわいいレントゲ

ン写真が撮れましたQ」と技

師の方にほめてもらい、異状

もなくて笑顔で帰りました。 

（郡上市　ママはBeckyさん） 

「人生を楽しむ」 

　知人に誘われ古刹

と言われるお寺で座

禅をすることになりま

した。座禅をくむのは

学生以来で、最後までできるのか心配でした。

住職の説法を聞いた後に始めましたが足が

思うように動きません。とても座禅をして

いる姿ではない格好でしたが、何とか最後

まで取り組むことができました。心を無にし

て瞑想しなければいけないのですが、腰と

足の痛みに気をとられ瞑想どころではあり

ません。日頃の無精を反省しつつ、堅くなっ

た自分の身体に呆れてしまいました。住職

から「座禅は姿ではなく心です」と諭されて

さらに反省です。第二の人生も生きている

限り修行だな…と悟った一日でした。 

（瑞浪市　元気なおじさんさん） 

 
「人間っておもしろい」 
　本屋の書棚でもテレビを見てもクイズ関

連のものが目につく。時間のゆとりがある

人を中心に体だけでなく頭の体操もちょっ

とした流行のようだ。私の周囲にも数独お

ばさんやクロスワードばあちゃんがいるいる。

ひとつの物事を達成したときの快感はどん

なことでも同じ。困難なものに向き合った時、

余計にやる気がおき闘志がわく。人間って

おもしろい。 

（美濃加茂市　さちぶくろさん） 
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岐阜県環境生活部 
県民生活相談センター 

第1回 
特集 よくある消費生活トラブルについて 

　悪質な業者の巧みな販売勧誘や詐欺事件が社会問題になっている中、消費生活相談窓口には、パソコンや携帯電
話のインターネットサイトを利用したトラブルに関する相談も多く寄せられていますので、事例を紹介します。 

●ネットショップでコートとブーツを購入したが、サイズが合わず、返品にも応じてもらえなかった。 ●ネットで話題になっていたコスメを注文したところ、数日後に届いた。その約2週間後に、注文をしていないのに、1ヶ月分のコスメが届いた。後から確認をしたところ、申し出をしない限り定期購入することになっていることが分かった。 ＜アドバイス＞ 
　インターネットでの買い物やカタログを見て電話やはがきで注文する通信販売は、クーリング・オフができません。通信販売では、「イメージと違う」「サイズが合わない」などのトラブルが数多く見受けられるので注意しましょう。  
※クーリング・オフ：契約書面を受け取ってから一定期間内に書面などで断りの意思を伝えれば無条件で解約できる制度 

ネットショップでの通販トラブル 

●小学生の子どもに、無料のゲームならよいだろうと携帯電
話を渡して遊ばせていたところ、「アイテムのご購入ありが
とうございました」とメールが届き、料金を請求された。 
●インターネットで無料のゲームアプリをダウンロードして遊
んでいた。勝ち進むために、アイテムを何百個と購入して
しまったため、15万円も請求されてしまった。 

＜アドバイス＞ 
　オンラインゲームには無料で遊べることを宣伝しているも
のが多くありますが、一部有料のコンテンツが含まれているこ
とや、アイテムを購入することで課金される仕組みになってい
る場合があります。また、利用料金等の支払いについては容
易に決済できる仕組みになっていますので、子どもがオンライ
ンゲームで遊ぶときには特に要注意です。事前に親子で確認
して話し合うようにしましょう。 

オンラインゲームでのトラブル 

●パソコンで芸能人に関するサイトからアダ
ルトサイトに繋が

り、慌てて画面をクリックしたところ、突然「
登録完了。7万

円を2日以内に支払うように。代金を支払
うまでこの画面

は消えません。」と請求画面が表示された。
 

●見知らぬ相手からのメールを開いたら有
料サイトに繋がり

登録となってしまった。すぐに画面を閉じた
が、入会金3万

円を請求するメールが届いた。これを無視
したところ「法

的手段をとる」というメールが届いた。 

●中学生の子どもがアダルトサイトの年齢
認証「18歳以上」

をクリックしたら高額料金を支払えと請求さ
れた。振り込ま

なければ調査して出向くと画面に表示され
た。 

＜アドバイス＞ 
　年齢認証を誤ってクリックした場合や確認

画面のない契約

は、電子消費者契約法により契約の無効を主
張できます。また、

届いたメールを開いただけで契約が成立し
たとは言えません。

このような場合、相手との連絡を取らないで
無視しましょう。

メールアドレスやIPアドレスなどが相手のサ
イトへ伝わる場合

もありますが、それだけでアクセスした人が
特定されることは

ありません。 

ワンクリック請求などの不当請求 

【注意】20歳の誕生日前後から消費生活トラブルの相談事例が増加 
＜年齢別相談件数（平成20年度～平成24年度まで　岐阜県窓口受付分）＞ 
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17

185185

426426

379

185
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262
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250

20

426

21

379

22

409

23 （年齢） 

420

＜参考資料＞ 

○県内の消費生活相談窓口における相談件数の推移 ○平成25年度上半期における 
　主要な販売形態別の商材（相談件数の多い商材） 

※不当・架空請求：二重請求や不当な取立て、身に覚えのない請求等 
　通信販売：郵便やインターネット等の通信手段を用い契約する販売 
　マルチ・マルチまがい：特定商取引法に定める連鎖販売取引及び類似の取引 
　ネガティブオプション：消費者から申込みもないのに、事業者が売買契約の申込みに 
　　　　　　　　　　　関わる商品を送付するもの 
 

■ 岐阜県環境生活部県民生活相談センター 
所 在 地：岐阜市薮田南5-14-53 
　　　　 （ふれあい福寿会館内） 

電話番号：058-277-1003 
相 談 日：月曜～土曜日（祝日及び年末年始を除く） 
相談時間：午前8時30分～午後5時まで（平日） 
　　　　　※午前9時～午後5時まで（土曜日） 

～このようなトラブルにご注意を～ 

※放送コンテンツには、「アダルトサイトからの架空請求」を含む。 
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いまどきワード① いまどきワード② いまどきワード③ 

IMAD
OKI

ひじき 
ドライパックパウチ 

液切りしないで使える 
ツナフレーク 

生協取扱商品です 

是非、
 

ご利用
 

下さい
 

ご指導／岐阜大学生協 管理栄養士　山本 哲朗 先生 

お勧め
料理を

 

ご紹介
 vol.20

銀の卵 ぽちゃティブ 

　ぽっちゃり体型の女子向けファッショ
ン誌やショップが増え、おしゃれに目覚め
るぽっちゃり女子が増加中。それによっ
てコンプレックスから解放され、明るく前
向きになる人も多いとか。そんな人や生
き方を指す「ぽちゃティブ」は、「ぽっちゃ
り」と「ポジティブ」を合わせた造語。無
理なダイエットをしてスリムな服に自分を
合わせるのではなく、ありのままを肯定し、
自分に合ったおしゃれを楽しむことが魅
力アップの秘訣のようです。 

　高度経済成長期、「金の卵」と呼ば
れたのは10代の若者たちですが、半世
紀を経て「銀の卵」が出現しました。少
子高齢化によって採用市場が変化し、
これからは40代・50代のミドル層の転職
も注目されると予想するリクルートホール
ディングスが、今年のワードとして発表し
たのです。社会人経験の中で培われた
高度な能力を「いぶし銀」の仕事スキ
ルと定義し、その力を生かす「銀たま採
用」が脚光を浴びると見込んでいます。 

　「激おこぷんぷん丸」という怒りを表
すギャル語が話題になりましたが、これは、
その派生表現。「激ねむすやすや丸」
とも言い、ねむ、激ねむ、激ねむうとうと丸、
ネム睡眠スリープなどと眠さレベルが段
階的に上がっていきます。いまどきの若
者には「春眠暁を覚えず」よりも、こうし
た言葉の方が身近なよう。ちなみに派
生表現には、悲しい時の「がちしょんぼ
り沈殿丸」、嬉しいときの「まじるんるん
ご機嫌丸」などもあります。 

激ねむ 
うとうと丸 

材料 
4人分 

作り方 

栄養価＜1人分＞ 
エネルギー 

たんぱく質 

脂　質 

炭水化物 

食塩相当量 

・・・・・・ 81 kcal 

・・・・・・・・・・ 2.6 ｇ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.4 ｇ 

 ・・・・・・・・・・・・・2.6 ｇ 

・・・・・・・・・・ 1.1 ｇ 

←写真は１人分です。 

新玉ねぎ 
ひじき 
ピーマン 
ツナ缶 

……………1個 
………………5ｇ 
……………1個 
……………40g

①新玉ねぎは繊維に沿
って薄切りにし、水に
さらす。 

②ひじきは戻して洗い、
さっと茹でておく。
ピーマンは千切りに
する。 

③Aを混ぜあわせ、水
気をよくきった①，②、
缶汁をきったツナを
加えて和える。 

新玉ねぎのサラダ 新じゃがクリームチーズ煮 

レモン汁 
塩 
こしょう 
オリーブオイル 

…………大さじ１ 
……………小さじ1/2 
………………少々 

…大さじ3

材料 
4人分 

作り方 

栄養価＜1人分＞ 
エネルギー 

たんぱく質 

脂　質 

炭水化物 

食塩相当量 

・・・ 132 kcal 

・・・・・・・・・・ 2.9 ｇ 

・・・・・・・・・・・・・・ 4.25 ｇ 

・・・・・・・・・・・13.3 ｇ 

・・・・・・・・・・ 1.2 ｇ 

←写真は１人分です。 

①じゃがいもは皮をむき、4つわりにして水にさらす。玉ねぎは1cm

幅に切っておく。 

②鍋に①、塩、醤油各小さじ1/2、水１カップを加え、じゃがいもが柔

らかくなるまで煮る。 

③クリームチーズを加え、チーズが溶けたらふたを取りよく混ぜ、汁

気をとばす。パセリのみじん切り、こしょうを加えて混ぜる。 

A

新じゃがいも 

玉ねぎ 

クリームチーズ 

パセリ 

……400ｇ 

……………1/2個 

……50ｇ 

…………………１枝 

塩小さじ 

醤油 

こしょう 

 

……………1/2 

…………小さじ1/2 

……………少々 
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学校生協 今とこれから 

第4回 理事会報告 
　学校生協第4回理事会は、2月21日（金）ホテルグラン
ヴェール岐山で行われました。 
　学校生協第17次中期経営計画の初年度が、ほぼ終了し
ました。経営数値は、前年度に比べ厳しい状況にあります。 

（第1号議案） 
2013年度4月～12月事業・経理報告の件 
 
 
　12月20現在、加入者は490名（うち新規採用415名　
加入率64.5％）ありましたが、退職等による脱退者が544名あったため組合員数は17，250名、退職継続組合員数は
2，258名となりました。 
 
 
　総供給高は、5億445万円（計画比89.6%前年比92.7%）となり、今年度の計画及び前年とも達成できませんでした。
自主供給（チラシ、宅配、巡回、展示会）は、1億4，136万円（前年比96.4%）で、巡回・展示会での利用不振が響きました。 
 
 
　事業総剰余金は、1億2，789万円（前年比99.8%）でした。事業経費合計は、1億3，474万円（前年比110.5%）従っ
て事業剰余金は、△684万円、事業外収益438万円を加えた経常剰余金は、△245万円になりました。 

（第2号議案）2014年度事業計画の概要についての件  
①組合員拡大と組織の活性化を図ります。 
・現職組合員、新採用者加入率70％と若手未加入者の加入を図り、退職継続組合員の組織化を図ります。 
・各学校の厚生委員（生協担当者）との協力関係強化、地区事業推進活動に取り組みます。 
②経営の健全化を目指した構造改革 
・供給剰余金とその他事業収入（保険・手数料・その他）の確保に努めます。 
・物件費の削減と適正な人件費への改善を図ります。 
③環境変化に応じた事業システムへの改善 
・チラシの効率的配布で、共同購入・宅配1億5，000万円以上の供給確保を目指します。 
・巡回、展示会、ツアーの供給で9，000万円の供給確保を目指します。 
④連帯/社会貢献 
・ガッコープ事業連合の統一チラシによる供給と受託事業を推進します。 
・県連諸活動に積極的参加し、核兵器反対の平和行進、ユニセフの募金
活動、消費者ネットワークの運動などに取り　組みます。 

（第3号議案）2014年度役員選任・総代選挙に関する件  
・定款、規約による役員選任と総代選挙について原案通り可決しました。 
・役員定数（理事25名、監事4名）。総代定数は、139名。 

（第4号議案）定款一部改定の件  
・役員　(1)理事　20人以上 25人以内 → 25人以上 30人以内 
・副理事長1人、常務理事1人 → 副理事長2人以内、常務理事2人以内 

（第5号議案）  
その他 
 

1．組織の状況 

2．事業の状況 

3．損益の状況 
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　岐阜県の商業高校では、平成22・23年
度（土岐商業高校、県立岐阜商業高校）に
おいて実施した「楽天ＩＴ学校」を引継ぎ、
平成24度から、岐阜県商工労働部と（株）
楽天と連携して岐阜県下全ての商業高校
を対象としたネットショップについて実践
的に学ぶ授業「ぎふネットショップハイス
クール」を実施しています。 
　2年目となる25年度は、8校54人の商
業高校生が参加。大垣市のベーグルパン
店「エルクアトロギャッツ」から河瀬麻花
店長、楽天大学学長の仲山進也学長を講
師としてお招きし、新商品開発、ネットでの
販売ページの作成からネット販売、さらに
はショッピングセンターなどでの実店舗
販売に挑戦しました。 講義、アイデアだしのグループワーク・発表などの様子 

実施スケジュール 

7

◇平成25年度参加校  参加生徒数 

岐阜県立岐阜商業高等学校…………8人 
岐阜県立岐阜各務野高等学校………7人 
岐阜市立岐阜商業高等学校…………6人 
岐阜県立大垣商業高等学校…………5人 
岐阜県立武義高等学校………………8人 
岐阜県立東濃実業高等学校…………6人 
岐阜県立土岐商業高等学校…………8人 
岐阜県立中津商業高等学校…………6人 

第１回　５月１６日（木）　ネットショップについて講義 

第２回　６月２１日（金）　ＩＴ技術、販売現場等について講義 

第３回　７月１８日（木）　店舗・工場・倉庫の見学を実施 

第４回　９月１０日（火）　商品等内容検討、販売力について講義 

第５回 １０月  ８日（火）　商品等内容検討、ページ案作成について講義 

第６回 １１月１３日（水）　商材・写真撮影技術、ページ構成について講義 

第７回 １２月１３日（金）　完成ページ発表会・メールマガジンの作成について講義 

第８回 １１月末～ 　　　県内各地でリアル販売実習 

第９回　１月２４日（金）　ネット結果発表、振り返り、卒業証書授与 

 

県立岐阜商業高校販売ページ（一部） 武義高校販売ページ（一部） 

ショッピングセンターでの販売実習の様子 



お薦めします。ＧＴＣメンバーズカード お薦めします。ＧＴＣメンバーズカード お薦めします。ＧＴＣメンバーズカード 
ＧＴＣメンバーズカードはＤＣゴールド機能がついた学校生協の新しい組合員証です。 
ＩＣチップがついたことによりさらに安全性が高まりました。 
ご家族の方も、組合員様同様にＧＴＣメンバーズカードをお持ちいただけるようになりました。 
組合員証を提示することにより学校生協指定店、提携先商社などでお値打ちに買い物ができたり、 
サービスを受けたりすることができます。 

■年会費無料 
GTCメンバーズカード会員の方は、年会費10,500円（税込）のご負担はございません。 

■国内旅行傷害保険　最高5,000万円 
あらかじめ宿泊代金・航空券や交通乗車券などをGTCメンバーズカードで 
お支払いいただくと最高5,000万円の傷害死亡・後遺障害保険がセットされます。 
 

■海外旅行保険　最高5,000万円 
傷害死亡・後遺障害などを補償します。カードをお持ちに 
なれないご家族にも最高1,000万円の家族特約付きです。 

■ショッピングセイバー　年間限度額300万円 
GTCメンバーズカードで購入された商品の損害を 
購入日から90日間補償いたします。 

＊保険・ショッピングセイバーについての詳細は、 
　カードお届け時に同封する「保険ご利用のしおり」をご覧ください。 

＊ 
＊ 

＊ 

■空港ラウンジサービス 
ご搭乗前のひとときをごゆっくりお過ごしいただけるエアポートラウンジをご用意して 
おります。入室はもちろん無料、ソフトドリンクの無料サービスや、海外旅行に役立つ 
各種パンフレットもご用意しております。 

お問い合せ先  学校生協 薔0800-2000-699  又は  ㈱十六ディーシーカード 蕁058-263-1116
DCゴールドカードをお申込の場合は、「本人確認法」により、申込人住所と同じ記載の『運転免許証または共済保険証のコピー』が1通必要です。 

ゴールドカードならではの充実したサービス。 ETCカードも同時にお申し込みできます。 

ＧＴＣメンバーズカードキャンペーン 

入会者にもれなく500円のＤＣギフトカードプレゼント実施中です。 

Ｈ２６年１２月２０日まで 

2014年度新しく教職員になられた方で学校生協に加入申込された皆様に 
もれなく500円の図書カードをプレゼントしています。 （Ｈ27年3月20日まで） 

 

学校生協
 

紹介 
学校生協

 

紹介 学校生協ってなあに？ 学校生協ってなあに？ 学校生協ってなあに？ 

生協と株式会社の違いは？ 生協と株式会社の違いは？ 生協と株式会社の違いは？ 

一人でできないことを 
お互いに助け合うことが 
協同組合です 

　農業協同組合や漁業協同組合など様々な協同組合がありますが、消費者の協同組合
を生活協同組合（生協）と呼び、コープ（ＣＯ-ＯＰ）とも呼ばれています。コープとは英語
の協同組合［Ｃo-operative］の略です。 

　生協は、法律（生協法）に基づいて作られていて、地域生協、医療生協、共済生協、
住宅生協、大学生協、職域生協などがあります。 
　学校生協は職域生協で、教職員が助け合いながらくらしをより豊かにすること
を願って活動しています。現在は全国38都道府県に42の学校生協があり、共同して各種の事業を展開しています。 

　食料品や書籍雑貨など学校生協も様々な商品の供給をしています。一般のお店や百貨店・スーパーも同様の商
品の販売をしていますが、生協と株式会社では違いがあります。 

【株式会社】 
　株主が事業のために必要
なお金を出し、株主の意見
や要望が運営に影響し、そ
の影響力は株式の数（資本）
によって異なり
ます。そして、そ
の会社が提供す
る商品やサービ
スは不特定の方
が利用します。 

株式会社 生　協 

 

 

 

組合員が主人公 

組合員自身のため 

利潤の追求 

少数株主の投資資金 

利益第一 

一部の株主 

企業（会社）のため 

 

目 的  

資 金  

商 品  

運 営  

立 場  

【生　協】 
　出資することで組合員となり、組
合員の意見や要望を反映して運営
され、組合員が商品やサービスを
利用することができます。 
　また、出資金の額に関係なく、平
等に事業に参加する権利があります。
生協の原点は消費者自らが出資し、
自分たちの生活を守り、くらしの質
を向上させるための、消費者自身
の組織であることです。願いを実
現させるために、みんなで利用し、
意見を出しあって運営しています。 

組合員のくらしと 
健康を守る 
 組合員一人ひとりの 
出した出資金 

組合員の意見が 
反映された商品 
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ユニセフ募金のご協力ありがとうございました。 

全員利用運動の募金です 絵画展での募金です 

全員利用運動・絵画展にご協力下さいまして、 
ありがとうございました。 
日本ユニセフ協会からお礼状が届きましたので、 
ご報告致します。 

学 校 生 協 事 業 案 内 学 校 生 協 事 業 案 内 
学校生協のHPでも事業案内についてご覧になれます。 
HPへのアクセスは、「http://www.gifugaku.jp/」を 
アドレスバーに入力するか、検索サイトで 
「岐阜県学校生協」と入力して検索してください。 

共同購入・宅配で職場や自宅から商品が購入できます。 
　◆先生たちのための職員室グッズや安全な食品、教育図書、パソコンソフト、CD、 
　　日用雑貨から趣味まで、家族みんなでご利用できます。 
　　FAX-OCR…ご注文は、学校・自宅から、24時間いつでもフリーダイヤルFAXで 
　　　　　　　　　　ご注文できます。 

京呉服・宝飾品・家具などが組合員価格にてお買い求めいただけます。 
　◆京呉服…京都の呉服卸商(京都絹の会)と提携して学校生協特別価格にて。 
　◆宝飾品…（株）TASAKI及び（株）ヤマチと提携して学校生協特別価格にて。 
　◆乳酸球菌（フェカリス株）…愛され続けて20年。家族みんなの元気を応援。 
　◆家具…カリモク家具、Limes（平塚家具）と提携し学校生協特別価格にて。 
　◆電化製品…学校生協特別価格にて。 
　◆テイジンテビロン…（株）マルショーと提携し学校生協特別価格にて。 
各種「ガソリンカード」がご利用できます!! 
　◆岐阜日石・ENEOS・出光・コスモを取り扱っています。＜ご家族分を含め、各々3枚まで発券できます。＞ 
　◆発券には、約1ヶ月程かかりますのでお早目のお申込を！　 
　　岐阜日石･ＥＮＥＯＳ･出光のガソリンカードは、盗難保険付です。 

新築・増改築・営繕がお得にご利用できます!! 
　学校生協では、住まいづくりをお考えの組合員様と提携企業の窓口となり、色々な情報やお得な特典などをご案内しています。 
　◆建物本体価格の3％以上の値引き。更に同本体価格の0.5％をお祝金として還元。　◆増改築、営繕もお得に。 
　　大手のハウスメーカーを含め、いくつかの提携企業がございます。 

各指定店、各種店舗（特約店）にてご利用ができます!! 
　◆約30社ほどの指定店をご利用いただけます。　◆洋服の青山…タイアップカード作成により、10％割引(セール品除く）。 
　◆眼鏡市場(県下10店舗)…メガネ一式￥15,750～、更に5％割引。　◆そのほか　ヒマラヤ、シダックス、清香苑など 

問い合せ先：事業課 70800-2000-711まで 

展示会・ツアー 
呉服・宝石・家具の展示会を行っています。 
下見歓迎です。 
※展示会・ツアーの詳しい内容は折込チラシにてご確認ください。 
 

0120-72-9520
注文専用フリーFAX

組合員割引 来店前に学校生協へ連絡下さい。 
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□ 組合員へのひろば投稿 
□ あたまの体操の解答 
□ 職場・地域での話題 
□ 生協だよりへの感想 
□ 私のオススメ商品紹介 
□ ご意見・質問 

自宅住所　〒 

 
組合員コード 

組合員氏名（ご家族の場合は組合員名とご本人名を記入） 
 

所属所名　　　　　　　　　　　ペンネーム　　 

 

No.149号の答え 

組合員・ご家族の皆様から 
の各コーナーへのお便りを 
お待ちしています。 

原稿は添削することがあります。原稿は返却できません。お預かりした個人情報は、
学校生協からのご連絡、賞品発送等に利用します。また、投稿いただいた原稿は、
学校生協のその他の媒体に掲載する場合があります。それ以外に、事前に承諾を
得ずに利用はしません。 

Message

［ 14 ］ 

正解者は　50名 

★組合員のひろば 
　　テーマは「私の健康法」、「人生を楽しむ」、
「ボランティア活動」「旅の思い出」、「我が家の
エコ大作戦」、その他のテーマでもOKです。 

★あたまの体操の解答 

★職場地域での話題 

★学校生協だよりへの感想 

★私のオススメ商品紹介 
　（学校生協で購入された商品でこんなところが
気に入っています。みなさんにも使ってもらい
たい。そんなあなたの学校生協おススメ商品ご
紹介ください） 

　職場地域での話題・学校生協だよりへの感想・
私のオススメ商品紹介は「組合員へのひろば」
に掲載させていただく場合がありますので予め
ご了承ください。 

★貴方が撮影したスナップ写真を「組合員
　のひろば」で紹介します。 
　簡単な説明文を添えてお送りください。 
　「組合員のひろば」に掲載させていただいた方
にはお礼を差し上げます。 

　「あたまの体操」正解者の中から抽選で10名様
の方に図書カードをプレゼント致します。 

★「学校生協だよりの表紙の写真と文」を
　募集しています 
　学校生協だよりの表紙（写真と文）への投稿を
募集しています。児童・生徒のいきいきとした
魅力的な活動を是非ご紹介ください。 

　（詳しくは学校生協だより担当者までお問合せ
願います。） 

☆ ★ ☆ ★ おたより・クイズの応募方法 ★ ☆ ★ ☆ 
郵便番号・住所・組合員コード・組合員名（ご家族の場合は組合員名と
本人名）・所属所名を記して。（匿名希望の方はペンネームを添えて） 
締め切り　5月23日（金） 
あて先　〒500-8268　岐阜市茜部菱野4-103 
　　　　岐阜県学校生協 学校生協だより係 
　　　　又は応募用紙を使ってFAX 0120-72-9515

おたより･クイズの応募用紙 
フリーＦＡＸ 0120-72-9515
この用紙を使ってFAXでも応募出来ます。 

応募先：岐阜県学校生協　学校生協だより係行 

キリトリ 

投稿  
募 集  

たくさんのご応募ありがとうございました。 

当選者は次の方々です（敬称略） 
おめでとうございます 
中野　康廣　（桑原中学校） 
畑中　幹雄　（本巣小学校） 
大橋　純恵　（大垣東小学校） 
森　　久尚　（城南中学校） 
桝井　秀敏　（下有知中学校） 
小木曽瑞枝　（肥田中学校） 
西野恵理子　（高山西小学校） 
服部　志保　（郡上高等学校） 
清水　夏代　（退職継続組合員） 
磯部　　彰　（退職継続組合員） 

あたまの体操 あたまの体操 

二重枠に入った文字をＡ～F順に並べて 
できる言葉は何でしょう？  

 １ 　まったく逆 
 6 　立入――　――営業 
 7 　――共和国の首都はブラザヴィル、――民主 
　　 共和国の首都はキンシャサ 
 9 　世話。――ワーカー、スキン―― 
10　じかにではなく、間接的にするための一段階 
13　フィルターで不純物を 
14　師匠のお――にかなう出来だ 
16　終わると明日がやってくる 
18　「何点対何点」というような情報が掲示される 

 １ 　刃物生産で有名な、岐阜市に隣接した市 
 2 　日本に持ち込んだ中国の僧の名が付いた豆。
　　さや―― 
 3 　――が転んでもおかしい年頃 
 4 　――配線は危険なのでやめましょう 
 5 　――コース　クランク―― 
 8 　楽譜を書くのに使う――紙 
 9 　――論　――責任　――オーライ 
10　「天下――の戦い」と言われる関ヶ原の合戦 
11　目の前を横切られると不吉の印という 
12　回転しながら糸を伝って上下する玩具。 
　　手車ともいいます 
15　――器具　――ボンベ　都市―― 
16　スケールのことです 
17　漢字では「独活」と書く山菜 

17 8 

12 5 

16 7 4 

9 

13 11 3 

18 15 2 

14 10 6 1 

E 

D 

C 

B 

A 
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学校生協では、   
岐阜県内をくまなく網羅した   
優良認定代理店網を   
ご提供いたしております。   

  　団体扱い自動車保険や火災保険   
　教職員賠償責任保険   
　団体総合生活保険　など   

教職員の皆様のためにご用意した保
険商品を丁寧にご説明いたします。
県内各地の校長会・各学校・所属ごと
にご案内や宣伝をさせていただいて
います。   
ご協力ありがとうございます。  

今後今後もこのような取な取り組み組みを通して 
皆様皆様に安心安心をお届けお届けします 
今後もこのような取り組みを通して 
皆様に安心をお届けします 

 
2014年2月4日 
（美濃加茂市　太田小学校）     
学校生協職員・代理店 
（東海日動パートナーズ岐阜）    

美濃加茂市小中校長会　   訪問 

損害保険契約者保護機構が 
資金援助を行うことによって、 
破綻保険会社は、 
破綻後3ヶ月間に生じた事故について、 
保険金の全額支払いを継続できます。 

損害保険契約者保護機構が 
資金援助を行うことによって、 
破綻保険会社は、 
破綻後3ヶ月間に生じた事故について、 
保険金の全額支払いを継続できます。 

救済保険会社が 
現れなかった場合は、 

損害保険契約者保護機構が 
破綻保険会社の保険契約を 
引き継ぎ、保険契約の 
継続を図ります。 

損害保険契約者保護機構 
保険金支払い 

破綻後3ヶ月間は保険金を全額支払（補償割合100％） 
3ヶ月経過後は補償割合80％ 

解約返戻金・満期返戻金がある場合  
補償割合80％ 

①資金援助の申込 ↑　↓ ②資金援助 

⇔ 
保険契約 
⇒ 

③保険金等の支払い 
破綻保険会社 保険契約者 

自動車保険損害保険会社が破綻したら、加入している保険契約はどうなるのでしょう？ 損害保険契約者保護
機構は、破綻した損害保険会社の保険契約を補償します。ご加入中の保険契約が引き受け保険会社の破綻時
にどのような補償内容となるか等については、ご契約されている損害保険会社にご照会ください。 

自動車保険損害保険会社が破綻したら、加入している保険契約はどうなるのでしょう？ 損害保険契約者保護
機構は、破綻した損害保険会社の保険契約を補償します。ご加入中の保険契約が引き受け保険会社の破綻時
にどのような補償内容となるか等については、ご契約されている損害保険会社にご照会ください。 

学校生協では安心をお届けできるように、「学校生協の保険」として、 
東京海上日動と下記のような取り組みをしています。 

アフラックの各種保険を団体扱で 
取り扱いしております 

『日本初のがん保険でスタートし、「生きるための保険」を切り開いてきたアフラック。がんをはじめと
した病気やケガ、介護にまつわる不安を少しでも取り除き、自分らしく生きていただくためのお役に立
ちたい。そんな想いが、アフラック・代理店の中に脈々と流れ続けています。』 

アメリカンファミリーと提携事業を行っています 

学校生協では、これまで多数の組合員さまにご加入いた
だいているアフラックとの保険事業をこれまで以上に推
進していきます。2月5日に、募集代理店と共に岐阜駅に隣
接したハートフルスクエアにて推進会議を開催しました。 

学校生協－東京海上日動 
プロジェクト取り組みのご紹介 

優良認定代理店 
クリエ株式会社　　　　 

株式会社トラスト　　　 

株式会社アルファ・パートナー 

株式会社ｅ-プランニング・グループ 

有限会社ユウ保険事務所 

株式会社東海日動パートナーズ岐阜 

株式会社保険相談センター(可児店) 

株式会社みの谷　　　 

清水商事株式会社 

有限会社ヤマグチ保険 

Ｎ＆Ｉプロジェクト株式会社 

株式会社アシストアイ 

株式会社グラント　　　 

株式会社ｄｉｉ 

株式会社プロフ 

株式会社藤吉保険事務所 

有限会社ノバネットワークス 

株式会社岐信保険事務所 

 

 

山根日夫 

島光保険 

下大洞総合保険 

中島祐史　　　　　　 

金子　彰 

株式会社サンエキ 

（順不同） 
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