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旅の道しるべ／季節の花図鑑

組合員のひろば

特集第3回：「消費者ネットワーク岐阜」の活動紹介

いまどきワード辞典／お手軽クッキング

第2回理事会報告

地区代表者会／ユニセフ「インド指定募金」

「秋の強化月間」全員利用運動　他

指定店「プレゼントつきセール」／すまいる倶楽部

専門高校生の挑戦（農業高校編）

あたまの体操

保険（東京海上日動　他）

岐 阜 市

共に自立をめざす生徒
　本校は、昭和63年度、岐阜市立長良中学校
から分離・新設された学校です。校名の制定に
当たっては、「長良中の名前を残してほしい」
という地域の方々の願いを受け、「東にある長
良中」という意味で「東長良中学校」と命名さ
れたそうです。

　また、花を育てたりする活動や朝の挨拶・清掃
活動、新学期前の準備などには、多くの生徒がボ
ランティアで参加をしてくれます。

　本校では、「一人一人が志をもつこと」を願い、6
月には「志向の日集会」、2月には互いの成果から
学び合う「志成の日集会」を長良川国際会議場に
て開催しています。さらに、日々の学校生活が向
上できるよう全校研究授業を生徒が参観し、そこ
で学んだことをもとに学級の学習活動を高める
取組なども行っています。

正門から見る校舎

志成の日集会で発表する学級

始業前に花壇の手入れをする生徒

全校研究授業を参観する生徒



　正式名のミゾソバは、溝などに咲いて見た目がソバに似ていること

から名付けられたものですが、「こんぺいとうの花」という俗称の方

がしっくりきます。花言葉は「純情」で可憐なイメージそのまま。北

海道から九州までの淡水の水辺などに群生し、夏の終わりから秋にか

けて花を咲かせます。とはいえ、花びらのように見える部分は実はが

くで、花弁はないとか。昔は子供のままごとにも活躍したものです

が、今は群生も草花でままごとをする子供も少なくなってしまいまし

た。飢饉のための救荒植物として利用された時代もあったと言われ、

実際にソバの実のように食用にされたのだそうです。食物の名がつい

ているのは、あながち伊達ではないようです。～野に咲くこんぺいとう～
「ミゾソバ」

「不破郡関ヶ原町」
～天下分け目の地をゆく～

～出かけてみたい、こんなとこ～

　関ヶ原の戦いは慶長5（1600）年9月15日。現在の暦では10月21日に当たります。朝

に始まって6時間ほどで決着し、東軍が勝利。家康は江戸幕府を開いて徳川300年の祖と

なりました。しかし、石田三成率いる西軍が勝っていたなら、歴史は違ったものになってい

たでしょう。開戦段階では西軍が圧倒的に優位な陣形をと

りながら、小早川秀秋が寝返って戦況が一変したという話

は有名です。昔と変わらぬ地形をとどめる関ヶ原を歩けば、

414年前、各武将がどこに陣を構え、どんな風景を見てい

たのか、どう動いたのかをたどることができます。四方を山

に囲まれた関ヶ原は町全体が古戦場で、遠方からも歴史

ファンがやって来ます。歴史散策をするなら、駅前の観光案

内所や関ヶ原歴史民俗資料館で下知識を得るのがおすすめ。

東西両軍の陣形や戦いの流れなどを理解しておくと、風景

ががぜん意味をもって見えてきます。必ず訪れたいのは三

成が陣を構えた笹尾山。展望台までは階段状の道が整備さ

れているので数分で登れ、関ヶ原を一望できます。右前方に

は小早川隊が陣を置いた松尾山が見え、前進してき

た家康軍が最後に陣を構えた陣場野も眼下600ｍ

の距離。そんな空間に身を置くと、武将たちがどんな思いで対峙していたのかと

想像が膨らみます。決戦地は笹尾山の麓で、三成の首を狙って激戦が繰り広げら

れたと言われます。数多く残る陣跡や戦死者たちが埋葬された東西の首塚が昔を

物語りますが、今の関ヶ原は伊吹山ドライブウェイやウオーランド、鍾乳洞など

もある観光の町。最近は耕作放棄地の除草対策のために飼育されているヤギと、

そのミルクで作ったジェラートなどのスイーツも人気です。昔も今も交通の要衝

で、400ｍの範囲に東海道本線、新幹線、国道21号線、名神高速道路が集中。アク

セスも抜群なので、秋の行楽にぜひお出掛けください。

▲笹尾山から望む関ヶ原の風景と陣形図

▲関ヶ原歴史資料館

▲決戦地

▲龍女伝説が残る十九女（つづら）
　池の上を走る新幹線

▲東首塚

▲関ヶ原から望む伊吹山の雄姿

▲秋には合戦にちなんだイベントが行なわれる

▲ヤギ工房may!may!

▲開戦地 ▲島津義弘陣跡

▲甲冑のレンタルもできる笹尾山交流舘

▲やぎ乳
　ジェラート

ヤギ乳を使ったスイーツ

▲

2



組合員の皆様からの

オススメ商品

組合員のみなさまからお寄せいただいた、

お便りを紹介します。
～生協だより7月号でいただいたお便りです～

組合員の

ひ ろ ば

たくさんのお便りありがとうございました。

ご感想!!

「W受験」
　3歳違いの兄弟で覚悟はしていましたが…

今年はW受験でピリピリムードです。せめ

て私くらいは、お気楽モードで…と思い、楽

しい話題や明るく笑顔で

過ごすように気をつけて

います。しかし、これから

の大量出費を考えると…

眉間にしわがよってしま

います。（トホホ）

（関市　ニコニコママさん）

「エコ生活」
　8月25日から郡上も暑いです。家の中で

も気温30℃湿度70％もあります。が、我が

家ではエアコンなし、扇

風機なしで昼間も2階で

過ごせます。エコな生活

を楽しんでいます。

（郡上市　E.Tさん）

「血縁関係は何％」
　日頃の無沙汰を詫びながら家族で墓参り

をした。お参りを済ませ帰ろうとしたとこ

ろ「先祖様と自分たちとのDNAは何％だろ

うか」ということで話が盛り上がってし

まった。「子供は半分だから50％、孫はその

半分だから25％、ひ孫はその半分だから

12.5％、玄孫はその半分だから6.25％」

四代まで話すと「玄孫は93.75％他人なんだ

なぁ…」と声がとんできた。その通り。四代

も続けばほとんど他人の遺伝子になってし

まう。子孫はほとんど他人の遺伝子を持つ

人で自分の遺伝子など影も形もなくなって

しまう。平たく言えば、他人の関係だ。それ

を考えると家族そろって墓参りができる今

が一番幸せだ。お墓の中のご先祖様ごめん

なさい。でも今日はいつになく楽しい墓参

りになりま

した。これも

ご先祖様の

おかげです…

心をこめて

合掌。

（瑞浪市　元気じいじさん）

「私の健康法」
　朝、コーヒーを飲みながら、ゆっくり新聞

や広告を見る。スポーツクラブで汗を流す。

昼寝。夕食時、軽くアル

コール。時々の旅行。

　以上、私の元気の源です。

（大垣市　トクメイさん）

「生徒たちが大好きです」
　今年度は3年生担任なので、夏休みも大忙

しです。進路指導＋文化祭のクラス活動＋

部活動＋α。でも「夏休みなのに、先生私

たちのために出てきてくれてありがとう。」

と生徒に言われると、嬉しくなってしまう

単純な私です。若いエネ

ルギーをもらって、元気

でいられるのかな。がん

ばる生徒たちの姿が大好

きです♥

（美濃加茂市　まみ&けんのママさん）

「マイマイガ」
　マイマイガの大量発生で我が校も苦労し

ています。授業中も教室を飛び回る状態で、

暑さも加わり集中力が削がれます。休み時

間に児童はハエ叩き持って退治してくれま

すが、とても追いつきません。校舎内にも卵

を産み付けられ除去するのにも手間が掛か

り、いつ終わるか知れない蛾との戦いの

日々です。

（揖斐川町　るーさん）

山県市「まる子ちゃん
さん」

オススメ商品“ハーベ
スト掲載予定” “ハーベスト掲載予

定”大垣市「すみちゃん
さん」

オススメ商品

“なんでも噛んでも” “ヨーグルトレーズン”
「なんでも噛んでも」が大好きで、
遠くにいる子ども達にも送ってい
ます。噛むほどに味がよいです。こ
れからもおいしく安全なものをお
願いします。

「ヨーグルトレーズン」が健康的で
子どものおやつにもピッタリ。小
分けされているので、職場の同僚
にあげても喜ばれます。

「ゆずの香味」と「ただの炭酸水」は、我が家の冷蔵
庫の定位置を占めています。特に、疲れた時に、ふ
と飲みたい物です。家族中で飲んでいます。ビール
が飲めない時の代用としてもよいかも！

岐阜市「真ちゃん
さん」

オススメ商品

中津川市
「H.K さん」

“ゆずの香味”と“ただの炭酸水”

 “退職継続”ということでチラシ・カ
タログを送って頂きありがとうござ
います。職員の時はいつもFAXで送っ
ていたので気付かないでいましたが、
毎回申し込み封筒を送って下さるの
でとてもありがたいです。これがなか
ったら表書きが面倒で注文もしない
かも…と思っています。

“ガッコープ共
同購入

  ハーベスト掲
載予定”
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こんな団体です！
岐阜県の弁護士・司法書士・消費生活相談員・有識者・消費者団体等の専門家が、2010年に「消費者
ネットワーク岐阜」を設立しました。2014年度の会員数は個人会員106名、団体会員14団体です。毎
月1回世話人会を開催し、岐阜県の消費者被害をなくそうと活動をしています!
詳しくはホームページ　http://cnetgifu.web.fc2.com/　をご覧ください!

こんなことをしています！

「消費者教育推進法」ができ、学校教育での消費者教育が必要です！

連
絡
先

第3回
特集 「消費者ネットワーク岐阜」の活動紹介

～岐阜県にある消費者問題の専門家集団です!～

1

☆学習会や講演会を開催
学校に専門家が消費者教育の
出前授業に行きます！

消費者被害の
未然防止・自立した
消費者を育成します！

2

☆月1回の世話人会、地方

消費者グループフォーラム

等に参加

消費者問題に関わる
横のつながりを
強化します！

3 地方行政に提言
します！

☆毎年市町村に消費者行政ア

ンケートを実施し、岐阜県に提

言。各自治体や消費者窓口を

訪問。岐阜県消費生活安定審

議会に委員として参加提言。

事 務 局 : 全岐阜県生協連　電話058-370-6867　FAX:058-370-6860　
Eメール : hkawahar@tcoop.or.jp  ホームページhttp://cnetgifu.web.fc2.com/
ご連絡いただければ「消費者ネットワーク岐阜」のリーフレットをお送りします!

学校等に
消費者教育の
出前学習会
（無料）をして
います！

★昨年、県と協力して
　小・中学生用消費者教育の副読本
　「消費者知識知っトクＢＯＯＫ」を作成しました！
　岐阜県の全部の小・中学校に配布しています！ 是非使って下さい!

★昨年、県と協力して
　「消費者知識知っトクＢＯＯＫ」
　対応のＤＶＤ
　「消費者知識知っトクタウン」を
　作成しました！

★昨年、小学校と中学校の先生に、消費者教育の実践報告をしてもらいました。
　授業案はHPにアップしていますので、ご利用ください!

楽しい!

使いやすい! ★講演会を開催します！
　参加無料です！
参加ご希望の方は、下記の事務
局までご連絡ください!!
2014年12月13日（土）
1時～3時  グランヴェール岐山
「正しく怖がるインターネット

～事例に学ぶ情報モラル～」
講師:グリー経営基盤本部政策企画部
　　 小木曽 健 氏
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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

あざます

仏男子
（ぶつだんし）

じわる

　見たり聞いたりした瞬間は，とり
たてておもしろいとは感じなかった
のに、次第にじわじわと何かの感情
がこみ上げてくること。つまり「じわ
じわくる」をさらに短縮した若者言
葉です。主に笑いの感情に対して使
われることが多く、じわる画像、じわ
る動画などは、たいてい笑えるもの
です。正確な言葉に置き換えるなら、
“よく見るとじわじわ笑いがこみ上
げてくる”ということになるのでし
ょう。これを3文字で言ってしまう若
者言葉は、合理的なのか雑な手抜き
なのかの判断は悩むところ。じわる
が使い続けられて残っていくのか消
えていくのかを見ていれば、答えは
自ずと出るでしょう。

　フランス人男性ではありません。
外見や性格はふつうなのですが、ガ
ツガツしたところがなく、自分の身
の丈を理解して世の中を達観し、欲
望にとらわれず自分だけの時間を
大切にする傾向が、仏様のようとい
うことで名づけられました。草食系
男子の進化系とも言われ、女性雑誌
が今春特集を組んで以来、話題を呼
んでいます。その定義には、「趣味が
一番」「自分のペースで行動したい」
「恋愛は面倒くさい」「気を使いたく
ない」「彼女なんていらない」「一人
が好き」「女の子といると疲れる」と
いった言葉が並んでいます。

「ありがとうございます」は魔法の言
葉。いくら聞いても嫌な気持ちにな
らないから、という話を聞いたこと
があります。しかし、「あざます」は魔
法の言葉になるのでしょうか？言わ
れても何のことかわからずきょとん
とする人や、その意味を知って、言っ
た若者に苦言を呈する大人が多いか
もしれません。「りがとうご・い」を略
してしまうのは、さすがに縮めすぎ
ですね。いまどきの若者言葉だから
と看過せず、きちんとした日本語を
話すようにアドバイスしたいもの。
「ありがとうございます」の方が、「あ
ざます」よりも、絶対に力を持ってい
るはずです。

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

・・・・217kcal

・・・・・・・・・・ 5.2ｇ

・・・・・・・・・・・・・・・ 14.2ｇ

 ・・・・・・・・・・・・17.5ｇ

・・・・・・・・・・ 1.0ｇ

←写真は１人分です。

里芋のサラダ タコのキムチ炒め

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

・・・・・・・・ 89kcal

・・・・・・・・ 12.9ｇ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.1ｇ

・・・・・・・・・・・・・・4.9ｇ

・・・・・・・・・・ 1.2ｇ

←写真は１人分です。

里芋
玉ねぎ
ツナ缶
パセリ
酢、塩、胡椒

………………600g
…………1/2 個
……………小１缶
………………少々

①里芋は皮をむき4～6等分に切り、湯に酢を加えてやわらかく湯

で、酢小さじ2、塩、胡椒で下味をつける。

②玉ねぎは薄切りにして、冷水にさらす。

③ツナ缶の汁をきり、Aを混ぜ、里芋、玉ねぎを加えて和え、刻みパ

セリをふる。

マヨネーズ
しょう油
みりん
胡椒

…………20g
………小さじ1
…………小さじ1

………少々

A

ゆでダコの足
白菜キムチ
もやし
にら
生姜

……200g
………200g

……………150g
………………1/2束
…………………１片

鶏ガラスープの素
しょう油
ごま油

……小さじ1
………………小さじ2
…………………小さじ1

①タコは一口大に切る。白菜キムチは食べやすい大きさに切る。

　もやしの根を取り、生姜は千切り、にらは５cm程度に切る。

②ごま油で生姜を炒め、香りがたったら、タコ、もやし、にらの順に

加え、強火で炒め合わせる。

③鶏ガラスープの素とキムチを加えて炒め、仕上げにしょう油を

回しいれる。
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学校生協 今とこれから

1．組織の状況（6/20 現在）

2．事業の状況（6/20 現在）

3．損益の状況（6/20 現在）

1．秋の強化月間

2．具体的な取り組み　

第2回 理事会報告  【8月12日（火）13：30～グランヴェール岐山にて】
2014年度4月～6月の組織･事業･経理報告

①新採加入者数は、3ヶ月間で221名（加入率31.7％、昨年度

　33．0％） でした。

②組合員数は、3ヶ月間で319名増え17,656名となりました。

①総供給高（売上高）は1億5,812万円、計画比98.7％でした。

このうち自主供給（共同購入・宅配・巡回・展示会）分は4,158万円で、計画比102.4％となり、斡旋供給（指定店・

代行・ガソリン等）分は1億1,654万円で、計画比97.5％金額にして300万円減小しました。

②その他事業収入合計は、2，975万円（計画比110.9%）で、そのうち保険手数料は2，134万円（計画比105.6%）

事業手数料489万円（計画比172.3％）その他手数料は352万円（計画比92.7%）でした。

①事業総剰余金（自主供給剰余金＋斡旋等剰余金＋その他事業収入）は、4，166万円（計画比107.2%）でした。

②事業経費は、人件費と物件費を合わせて3，903万円（計画比96.0%）でした。

③事業剰余金（①－②）は、262万円で、計画より440万円増でした。

④事業外損益（受取利息、配当金、経費分担金、支払利息等）は、36万円（計画比120.6%）でした。

⑤経常剰余金（③＋④）は、298万円で、計画447万円増、前年586万円増でした。

「秋の強化月間」計画とその推進に関する件

　　　　　

①10月～12月の3ヶ月間を学校生協「秋の強化月間」とします。　

②組織を強化し、利用（供給）の拡大と定着を図ります。

③組合員の「理解」と「参加」を基本に、学校生協組合員としての意識向上を図ります。

④「安心と安全、環境、健康への関心に応えた商品」、「地産地消を促進する商品」、「人気の商品」の提供を通して、

食・環境・健康への関心を高めます。

⑤生活協同組合の使命として、東日本大震災の復興支援の取り組みを続けていきます。

①12月末までに新採用者の70％組合員化をめざします。

②「全員利用運動」は、6,000名(組合員の35％弱)家庭用品、書籍等のチラシ3回で展開する。

③「全員利用運動」供給額の1％をユニセフに募金します。

④「ガッコープ」は、東日本大震災復興支援として被災地商品の産業支援に取り組みます。

⑤9月下旬～10月上旬地区毎に運営委員会を開催し、目標や取り組み方を検討する。

⑥指定店協力会・学校生協は、「プレゼント付き感謝セール」を取り組みます。2014年8月～12月まで、毎月50名

にプレゼント。

⑦第30回飛騨地区「虹のフェア」を開催　開催日＝10月25日（土）11:00～16:30

　会場＝マウントエース　参加目標＝組合員800名
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2014 年度 地区代表者会2014年度 地区代表者会2014年度 地区代表者会

　今年の講演会は、ＣＯＯＰ商品生産者からの話

「伝えたいふるさとの味」㈱三原屋「胡麻について／

製造のこだわり」九鬼産業㈱「飛騨のおいしいを作

る」(有)老田屋「発酵食品の素晴らしさ」㈱コーセー

フーズ「安曇野産の原料を使用したジュース」ゴー

ルドパック㈱「桑葉の力」九州有機販売㈱を行いま

した。

　どの会場も講師の方々の生協に対する熱い思い

に触れ、熱心に聞き入ってみえました。

教育の権利をすべての子どもたちに

「インド女子教育」指定募金に
 ご協力ください!

インドの女の子を取り巻く状況
●女の子は社会的地位が低く、学校に通わせる習慣がない
●女の子は家事などの手伝いをしなければいけない
●学校に女の子用のトイレがない
●先生が女の子だけに教室の掃除をさせる
●女性の先生が少ない
●初等教育以上の教育を受ける女の子が少ない

UNICEF/NYHQ2005-2291/Tom Pietrasik

インドの女の子への教育支援

学校に行きたい！

2014年～2016年、茨城・千葉・岐阜・佐賀・熊本などの日本ユニセフ協会協定地域組織が
合同で呼びかける募金です。

プロジェクトの目標
●子どもにやさしい学校やシステムを整える
●初等教育で、女の子も男の子と同じ教育を受けるためのはっきりした
目標を決める

●困難な状況下の子どもたちや女の子への教育支援プログラムを
増やす
●州政府が女の子への教育のために教師育成システムを強化する

インドのアッサム州、チャッティースガル州、西ベ
ンガル州などでは、男の子と女の子の間に教育の格
差があります。また、カースト制度の名残もあり、児
童労働や児童婚も問題になっています。 ユニセフ
（国連児童基金）はすべての子どもたちの教育の権
利を守るため、女の子も勉強できるように、インド
政府と協力してプロジェクトを進めています。

　福利厚生3団体（学校生協・弘済会・事務セ

ンター）の2013年度の報告と2014年度の方針、

学校生協の事業内容等を理解し協力していた

だくため、地区ごとに、総代と学校代表者によ

る会議（地区代表者会）を開催しました。実参

加者は、360名（参加率55.7％）でした。

地 区 名 開 催 日 ①総代出席者数 ②学校代表出席者数 合計（①＋②）
岐 阜 市
岐 　 阜
西 　 濃
美 　 濃
可 茂
多 治 見
恵 　 那
飛 騨

7月  8日（火）
7月  7日（月）
7月15日（火）
7月17日（木）
7月14日（月）
7月22日（火）
7月23日（水）
7月16日（水）
　　合計

8
12
18
12
11
13
8
10
92

47
35
57
47       
47
45
46
36
360

55
47
75
59
58
58
54
46
452
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2014年度 秋の強化月間2014年度 秋の強化月間2014年度 秋の強化月間
2学期『全員利用運動』のお知らせ2学期『全員利用運動』のお知らせ2学期『全員利用運動』のお知らせ

　1学期、『全員利用運動』は多くの組合員の皆さまにご協力いただき、ありがとうござい
ました。395校（発生率61.1％）の学校よりご利用いただき、内143校が組合員の過半数
以上の利用校となりました。2学期も引き続きご利用・ご参加をいただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

『全員利用運動』のチラシは通常の注文書の他に回覧用注文書を各所属へお送り
致します。初回の10月号のみ基本的に全教職員の方々へ配布致します。

※供給金額の1%をユニセフへ募金します。
※チラシごとに、取扱商品（目玉商品等）・締切日が異なりますので、ご利用の際には、ご注意ください。
締切が過ぎてからは別途送料がかかります。

職場の組合員の過半数以上の利用校には、
【人気商品詰め合わせ】をお送りします。

・組合員が5名以下の所属先（園・学校等）は対象外になります。
・組合員が50名以上の学校は、組合員25名以上の利用で対象になります。
・組合員の100％利用校には、【特別プレゼント】をお送りします。
※「人気商品詰め合わせ」のお届けは、2015年1月中旬頃になります。

ただし

展開のチラシ・日程
チラシ名

ガッコープ10月号

ガッコープ11月号

ガッコープ12月号

チラシ着日

10／  2(木)

10／30(木)

11／27(木)

締切日

10／13(月)

11／10(月)

12／  8(月)

商品お届け

10／23(木)ごろ

11／20(木)ごろ

12／18(木)ごろ
上記は昨年のチラシです

『全員利用運動』は以下の3チラシです。

皆さまのご利用を
よろしくお願い
いたします。

第30回飛騨地区

虹のフェア虹のフェア虹のフェア
開催日 10月25日（土）

11：00～16：30
場 所 マウントエース

高山市問屋町３０-８９
今回は、30回の記念開催になります。いつもの企画が、更にパワー
アップします。特別出店のお店もあります。お楽しみに!!

さらにプレゼント
※強化月間中（2014年12月20
日まで）に、ReFa《CARAT》ま
たは、《for BODY》を購入頂いた
組合員様にもれなく「洗顔フォー
ム プロージョン」をプレゼント。

組合員価格(税込） 4,600円
メーカー販売価格(税込）4,830円

洗顔フォーム プロージョン

きもの・ジュエリー展きもの・ジュエリー展
開催日
会　場
開催日
会　場

ジュエリー
のご相談

リフォームリフォーム
お見積り
無料!!

最新作 振袖
コレクション

振袖
コレクション
お着物ご相談

クリーニング

組合員価格（税込）29,800円

Refa CARAT
組合員価格（税込）

19,800円
Refa for BODY

このページのお問い合せは、事業課 まで。

11月1日（土）～11月2日（日）
ソフトピアジャパン12Ｆ レセプションルーム1
11月29日（土）～11月30日（日）
セラトピア土岐1F 和展示室

11月1日（土）～11月2日（日）
ソフトピアジャパン12Ｆ レセプションルーム1
11月29日（土）～11月30日（日）
セラトピア土岐1F 和展示室
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2014年度 岐阜県学校生協指定店協力会主催

第21回学校生協組合員『ゴルフコンペ』の実施報告第21回学校生協組合員『ゴルフコンペ』の実施報告

9月
10月

12月

岐阜県学校生協・指定店協力会

「プレゼント付き感謝セール」のご案内「プレゼント付き感謝セール」のご案内
 2014年度 2014年度

「プレゼント付き感謝セール」のご案内

◆各月のプレゼント◆

 2014年度

まで。

毎月抽選で50名様へ「岩手県・宮城県・福島県の名産品」をプレゼント毎月抽選で50名様へ「岩手県・宮城県・福島県の名産品」をプレゼント

岐阜県学校生協・指定店協力会は
東日本大震災被災地の復興を支援
しています。

● 期　　　間 ● 2014年8月21日～12月20日（4ヶ月）
● 応募券進呈 ● 3,000円以上ご利用者（利用額に応じて）
● 商　　　品 ● 10月、11月、12月、1月の各上旬にお届け
● 当 選 発 表 ● 商品のお届けをもってかえます。詳細は学校生協又は各指定店にお尋ねください。

11月

8/21～9/20
10月お届け

利用
期間

9/21～10/20
11月お届け

利用
期間

11/21～12/20
1月お届け

利用
期間

10/21～11/20
12月お届け

利用
期間

燻製卵 （福島県）
岩谷堂羊羹ひとくち （岩手県） 

にしきや 極上牛タンカレー （宮城県） 
釜石・大槌産 無着色
焼鮭/鮭しぐれ煮 セット （岩手県）

生みたてのあぶくまの卵を使用
し、北海道利尻昆布をだしに、森
林の香りと清らかな水が芳醇な
おいしさに仕上げました。
燻製が防腐の役目を果たし90日間美味しさは変わりません。

歴史と伝統を持つ岩手銘菓「岩谷堂羊羹」
の姉妹品。35ｇの切り分けのいらないカッ
トテープ付で、6つの味が楽しめる一口
サイズ。

鮭フレークの製造をして20年の双日食
料水産が、震災後の新工場で製造を始め
た「海鮮堂」シリーズは、地元釜石市・大槌

町で獲れる脂の乗った秋鮭を使用しています。
無着色焼鮭の使用している原材料は、鮭の他
「食塩、なたね油、砂糖、清酒」のみ。一段と、鮭本
来の旨味をご堪能頂ける一品です。また、鮭し
ぐれ煮は、鮭の風味に合った醤油を使用して炊
き上げ、さらに生姜を加えることで食味食感が
より一層引き立った製品に仕上げてあります。

厳選されたやわらかい肉質の部位をカレー
に「ごろん」と贅沢に入れました。フォンド
ボーをベースにしたカレーソースは、野菜
や果実のおいしさがぎゅっと濃縮。選び抜
いたスパイスが味と香りを引き立てます。
化学調味料や着色料などを使用しない、厳
選された素材の味をお楽しみください。

毎年恒例の『ゴルフコンペ』が8月13日、岐阜北カントリー倶楽部にて盛大にとり行わ
れました。お盆の暑い最中でしたが多くの方々にご参加を頂き、天候にも恵まれ、
参加者の皆様の交流と楽しい一日になりました。ご報告とともに御礼を申し上げます。

事業課

すまいる倶楽部会員の
お得な割引システム

9



　岐阜県には7つの農業科を設置する高校があり、県内の各地域に1校
が配置されています。これらの高校では地域連携にも積極的に取り組
み、地域の課題に取り組んで地産地消や、知的財産権を活用した研究を
進めています。
　これをプロジェクト学習といい、生徒自らが計画立案し実施、反省・
評価という段階で何年もかかって学習を深めてゆきます。
　プロジェクト学習に取り組むことによって、学習の楽しさを味わう
ことができ、知識も豊富になります。
　ここで、各学校がプロジェクト学習によって取り組んできた商品開
発の一部をご紹介します。
　これらの商品は、地域のスーパーや農産物直売所、コンビニエンスス
トア、校内販売所などでも大変好評です。

地域に一校! 一校一品!! 地域連携は農業高校にお任せ!!!

キ ーワード

知的財産権
「知的財産」とは、物としての財産ではなく、「知的創造活動によって生み出された財産的価値を有する情報」のことです。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定めら
れた権利又は法律上保護される利益に係る権利のことをいいます。

「Ｍａｙ！Ｍａｙ！パン」（ヤギ乳パン）大垣養老高等学校
　ヤギを活用して町の活性化に取り組む関ヶ原町から、
ヤギ乳を使ったパンの開発依頼を受け、「ヤギ乳パン」の
商品化に取り組み、このほど完成させました。
　このパンは、仕込み水として１００％ヤギ乳を使用して
おり、食感は「ふんわり・しっとり・もっちり」の３拍子がそ
ろっていて、ヤギ乳の甘くて心地よい風味が口の中に広
がります。
　このパンは、「Ｍａｙ！Ｍａｙ！パン」の商品名で、「ヤギ工房 
ｍａｙ！ｍａｙ！」で販売されています。

「岐農乳アイス」　岐阜農林高等学校
　学校で飼育している乳牛から搾った生乳
を使用して開発しました。フレイバー豊富
なアイスクリームでさっぱりとした後味が
好評です。
　地産地消をテーマに商品開発を展開し
ており、岐阜市産「枝豆」、関市洞戸産「キウ
イフルーツ」、加茂郡白川町産「緑茶」など、
多くの地産地消商品を開発しています。最
新のお勧め商品は、本巣市特産「まくわうり」
を使った「まくわうりアイス」です。

「あいこのあじ」　恵那農業高等学校
　飛騨美濃伝統野菜の「あじめコショウ」、
中津川市産「ミニトマトあいこ」を利用して、
ピリ辛トマトケチャップを作りました。
　地元で生産した原料を使用して、耕作放
棄地の有効利用、地産地消等、地域の農業
活性化に取り組んでいます。

「トマトジュース」  飛騨高山高等学校
　園芸科学科の生徒が育てた完熟トマトを、
添加物なしでジュースにしました。「スクー
ルマートひのう」（校内販売所）の人気商品
になっています。

「お茶ジャム」　　　  阿木高等学校
　お茶を原料にした「お茶ジャム」は、爽や
かな味わいで地域の人々に好評です。

「白川茶シュークリーム」
加茂農林高等学校

　丸ごと白川茶！ 食べよう白川茶！ 
白川茶の良さを丸ごと味わえます。

「Ｍａｙ！Ｍａｙ！パン」 試食会の様子 「郡高ヨーグルト」
郡上高等学校

　郡上市産の生乳を使って製造し
ています。このヨーグルトは、添加
物を一切加えず、低温保持殺菌で
製造したこだわりのヨーグルトで、
商品化してから１８年にわたり地域
から愛されています。
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☆ ★ ☆ ★ 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　11月10日（月）
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

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。

★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」、 「私の趣味」、「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。
★ご意見・質問のお便りも受け付けています。
★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
に図書カードをプレゼント致します。

　尚、当選者の方々につきましては、学校名・お
名前を掲載させて頂きますので、予めご了承く
ださい。
★「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。 ）
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学校生協の自動車保険は、
“優良認定代理店の事故時サポート”が魅力！

〒500-8268　岐阜市茜部菱野4丁目103番地
TEL（058）272-9511（代表）
FAX（058）272-9515

http://www.gifugaku.jp
E-mail info@gifugaku.jp
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・団体扱自動車保険（本人・同居親族）
・団体扱火災保険（一年更新・長期家財）
・教職員賠償責任保険リーガルプロテクション
・ゴルファー向けプラン（団体総合生活保険）など

・団体扱自動車保険（本人・同居親族）
・団体扱火災保険（一年更新・長期家財）
・教職員賠償責任保険リーガルプロテクション
・ゴルファー向けプラン（団体総合生活保険）など

取扱
保険商品

岐阜県学校生協
（事務幹事）

優良認定代理店
(相談・募集・事故対応）
すべての公立小中高特学校に
担当代理店がありますので、
しっかりしたご相談をして

いただけます。

東京海上日動社
（自動車保険等）

自動車保険を選ぶポイントは、まさかの時の対応力です!!
学校生協の優良認定代理店なら確かな対応力で定評があります。

代理店の勉強会風景

miniコラム 個人情報の保護について考える個人情報の保護について考える
個人情報は、（1） 個人に関する情報であること

（2） 特定の個人を識別できること

例えば、「学校名、学生番号、試験結果」は、個人情報に
当たるでしょうか？
学校関係者なら学生番号から個人名を特定出来る情報です。
したがって、 個人情報として取り扱いましょう。

個人情報の保護に関する法律
（平成十五年五月三十日法律第五十七号） 
第二条　この法律において「個人情報」とは、生
存する個人に関する情報であって、当該情報に含
まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定
の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。）
をいう。

学校生協がお届けする助け合いの制度

今年も一斉募集の時期が来ました

小学校・中学校・特別支援学校の皆様には、
岐阜県教職員 福祉共済制度
募集期間 11月10日（月）～12月12日（金）
 【太陽生命保険株式会社　中部法人営業部】

小学校・中学校・特別支援学校の皆様には、
岐阜県教職員 福祉共済制度
募集期間 11月10日（月）～12月12日（金）
 【太陽生命保険株式会社　中部法人営業部】

義援金制度
グループ保険「絆」

高等学校の皆様には、
義援金制度
グループ保険「絆」

高等学校の皆様には、

募集期間
12月2日（火）～12月12日（金）
【明治安田生命保険相互会社
　　　　　　　　　中部公法人部】

募集期間
12月2日（火）～12月12日（金）
【明治安田生命保険相互会社
　　　　　　　　　中部公法人部】

お問い
合わせ

コープ共済センター
0120-497-588

アフラックの
各種保険・団体扱いで
取り扱いしております
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