
　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。
457校（昨年438校）発生率70.0％（昨年67.0％）の学校よりご利用いただきました。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。 

（赤）ハーベスト初回の10月号のみ基本的に全員
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、2016年1月中旬頃 

になります。 

ただし 

展開のチラシ・日程　（赤）ハーベストと酒類版は、上記②の日程でも展開します。 

上記は各チラシの10月号です。 
11月号と12月号も対象のチラシになります。 
内容は変更になる場合があります。ご了承ください。 『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。 

きもの・ジュエリー展 きもの・ジュエリー展 きもの・ジュエリー展 
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!!

作 新 最 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 

こ の ペ ー ジ の お 問 い 合 せ は 、 事業課 ま で 。 

10月29日（土）～10月30日（日） 10月29日（土）～10月30日（日） 
ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

2016年度 秋の強化月間 2016年度 秋の強化月間 2016年度 秋の強化月間 

ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

いろいろな企画を用意しています。お楽しみに!!

虹 のフェア 虹 のフェア 虹 のフェア 
開催日 

10月29日（土） 
11：00～16：30

場 所 
マウントエース 
高山市問屋町３０-８９ 

第32回 飛騨地区 

チラシ名 
（赤）ハーベスト・酒類版 

チラシ着 

10月号 

11月号 

12月号 

9/15（木） 

10/13（木） 

11/10（木） 

注文締切日 
9/26（月） 

10/ 3（月） 
10/24（月） 
10/31（月） 
11/21（月） 
11/28（月） 

商品お届け日 
10/ 6（木） 
10/13（木） 
11/ 2（水） 
11/10（木） 
12/ 1（木） 
12/ 8（木） 

チラシ名 
（青）ハーベスト・ネオ ① ② 

チラシ着 

10月号 

11月号 

12月号 

9/29（木） 

10/27（木） 

11/25（金） 

注文締切日 
10/10（月） 
10/17（月） 
11/ 7（月） 
11/14（月） 
12/ 5（月） 
12/12（月） 

商品お届け日 
10/20（木） 
10/27（木） 
11/17（木） 
11/25（金） 
12/15（木） 
12/21（水） 

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 

熊本地震復興支援 
のご報告 

1学期全員利用運動のご協力有難うございました。全員利用運動の供給金額の
1％（85,799円）を、熊本県PTA連合会を通じて子どもたちに文房具等の物資の
支援に使用させていただきましたので、ご報告いたします。 

　校区の真ん中に牧田川が流れる自然に恵まれた地
域です。全校児童32人の小規模校で、一人一人に応じ
たきめ細かな教育に当たっています。 

　「自分の思いや考えを堂々と述べられる人になって」
と願い、35年前から、「皆読皆話（かいどくかいわ）」を
続けています。全校児童の前で教科書や本の一部を読
んだり（皆読）、自分の思いを話したり（皆話）する機会を、
毎月開いています。全校児童が挑戦します。 

　地域の盆おどりや2月の学習発表会では、朝の音楽
タイムで練習してきた全校合唱と一之瀬元気っ子太鼓
を発表しています。 

自
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昔の暮らしを学ぶ炭焼き体験 

歌と太鼓の発表 

自分の思いを伝える活動 

No.160

教職員の仕事や生活を総合的にサポートする教職員の仕事や生活を総合的にサポートする

大垣市 

ぎふ道の駅めぐり 
季節の花図鑑 
組合員のひろば 

学校教育の取組み 
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 

商品委員会（工場見学報告）／
指定店「プレゼントセール」・ゴルフ報告 
学校生協の保険 

広告（住友消毒㈲／すまいる倶楽部） 
あたまの体操 
2016年度秋の強化月間 

ライフパートナーをめざします。ライフパートナーをめざします。

大垣市立 

一之瀬小学校 

12 再生紙を使用しています 発行所／ 発行人／堀　憲雄 〒500-8268　岐阜市茜部菱野4丁目103番地 
TEL
FAX

（058）272-9511（代表） 
（058）272-9515

http://www.gifugaku.jp
E-mail info@gifugaku.jp



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。 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。 

たくさんのお便りありがとうございました。 

ご意見・ご感想!!

組 合 員 の 皆 様 か ら の

オススメ商品 

～生協だより夏号でいただいたお便りです～ 

「瑞穂市 H.Iさん」オススメ商品 
 

「大垣市 KEIさん」オススメ商品 
 

“焼あご” 

　道の駅めぐりが楽しみです。県内
54と知り、驚きです。ぜひ、全てが紹
介されるといいのですが…。「古今
伝授の里やまと」へも、ぜひ行ってみ
たいです！！もちろんグルメめあてに…。
できましたら、地図（ICkらどの道を
どの方向へなど）もあるとよいので
すが。ナビのない車にとっては道し
るべが必要です。 

（大垣市　ユーミンさん） 

　噛めば噛むほど味が出てとても美味しいです。堅いのであご
にも良く、カルシウムも取れて大満足です。 

“熟成ぬか床” 
　今年も買いました。（去年も買ったんですが、ちょっとダメに
しちゃったので…）きゅうり、なす、にんじん、大根など、毎日日替
わりで漬けています。野菜を入れて、そのまま冷蔵庫に置いて
おくだけで簡単においしいぬか漬けが食べられます。適度な酸
味があり、本格的なぬか漬けが手軽に食べられるのが嬉しいです。
我が家でも大好評です。皆さんも、是非どうぞ。 

「元気な赤ちゃん」 
　8月9日から、産休に入りました。3人目ですが、
1人目は病休をとってからの産休、2人目は何
事もなく安定して仕事をしました。そして3人
目は…いつ入院といわれるかわからない不安
な中、なんとか任期まで働くことができました。
これもまわりの先生方、生徒たちのおかげです。
元気な赤ちゃんを産んで恩返ししたいです。 

（関市　N.Hさん） 
 
 
 
 
 
 
 
 

「御朱印集め」 
　御朱印を集めはじめて、1年半。休みを利用
してお寺や神社をまわっています。ネットで調
べてでかけるのですが、県内にこんな素敵な
ところがあるんだと発見もたくさんあってとて
もよい経験になっています。こんな人生の楽し
み方もいいですよ。 　　（郡上市　みどりさん） 
 

　夏休みになり、やっと生協のチラシ
を見ることができ、クイズも久しぶり
にやったらできたので応募します。
いつも、図書と、CD、小物のチラシを
見るのが楽しみです。時々、気に入っ
たものがあると注文しています。趣
味に関するものをたくさん紹介して
もらえると、うれしいです。 

（（恵那市　ヤスベーさん）） 

是非お試し下さい!!

「私の夢」 
　「私には夢がある」
と言ったのはキング牧
師だが「私にだって夢
はある」。バレーボー
ルでアタッカーになる
事だ。中学1年生で始
めたバレーボール。あ
れから50年、ママさん
バレーに至る現在まで
アタッカーになった事
がない。ジャンプするには体重があり過ぎる。
でも15kgの減量に成功して、セッターに「も
っと来い」と言ってトスを上げてもらい、パーン
と踏み切り軽やかにジャンプして、スパッとス
パイクを決める。チームメイトが集まってハイ
タッチ…。夢じゃない！！成せば成る。いつか、い
つか生きているうちに実現させます。 

（各務原市　ドラエもんの親友さん） 

「人生を楽しむ」 
　私は退職後5年してから子ども達に書道を
教えるべく習字教室を始めました。小学校の
子ども達と学校の話、夏休みの旅行の話等し
て楽しく過ごしています。　 （関市　Y.Sさん） 

　花が赤いものはサルビア・スプレンデンスという品種で、ブラジル原産。

明治中期に伝わり、和名は緋衣草。当時は洋花の花壇づくりがブームで、

サルビアは、同時期に伝来したコスモスと共に人気を博し、全国に普及した

そうです。育てやすく夏から開花しますが、暑さが厳しいと一休みするため、

最盛期は9～11月。花と緑のコントラストは、秋の花壇に力強さを与えます。

種類は世界に数百種あると言われ、ハーブのセージも同じ仲間。最近は、色

や形が異なる園芸種も増えましたが、サルビアと言えば、やはり赤。100年

以上前から日本人に愛され、身近な花壇で栽培され続けてきた洋花は、今

や郷愁誘う日本の花と言っても過言ではないでしょう。 ～明治時代から花壇の人気者～ 
「サルビア」 

岐阜県には現在、54の道の駅があり、全国でも北海道に次いで2番目の多さです。 
地域の特性を生かしたそれぞれの魅力をご紹介していきます。 

飛騨ヨモギの商品がそろう「ひだ朝日村」 
住 所 高山市朝日町万石150

定休日 水曜日（祝日の場合は翌日） 

TEL 0577-55-3777 営業時間 売店 9：00～18：00（12月～4月20日17：00まで）　レストラン 10：00～16：00（12月～4月20日15：00まで） 

アクセス 中部縦貫道高山ICから国道41号線を経由して国道361号線を東へ40分 

★ 

　高山市中心部から南東へ約20┅、国道361号線沿いにある「ひだ朝日村」。乗鞍岳や

御嶽山を望む雄大な自然の中に位置し、いくつもの施設を備えた、地域の交流拠点でも

ある道の駅です。建物の奥には山際の景観を生かし

た庭園が広がり、清らかな水が絶えず流れ込む池を

眺めながら、憩いのひとときが過ごせます。 

　売店には、朝日町の特産品を生かした商品の数々が。

一押しは、風味豊かな地元産のヨモギを活用した食品。

春一番に採れた良質なヨモギだけを使い、うどん、カ

レー、豆腐、大福餅、焼酎など、多彩なラインナップです。

ほかにも豆餅やとち餅、うるち米で作った「美女餅」、

珍しい「トマトジャム」などが人気。養蚕が盛んだった

ころをしのばせるまゆクラフトや化粧品も、しゃれた

土産になりそうです。また、新鮮で安心安全な農産物

の直売コーナーも見逃せません。6月から11月上旬

まで、地元生産者が出荷する季節の野菜が毎朝並ぶ

ため、開店と同時に立ち寄るファンも多いとか。 

　木漏れ日が心地よいレストラン「蓬庵（よもぎあん）」

では、施設内で製造した「元祖飛騨よもぎうどん」を

中心としたメニュー、飛騨牛朴葉みそ定食やケイちゃ

ん定食などを提供。ほんのり緑色がかった「よもぎカ

レー」は、スパイシーながらもどこか優しい味わいが

体に染み渡り、シャキシャキした野菜サラダも美味。軽食の売店（5～10月の土日営業）

では、「よもぎみたらし団子」「よもぎ五平餅」や飛騨牛の串焼きなどが、焼き立てで堪

能できます。 

　隣接する広々とした芝は、全8ホールのグランウドゴルフ場。中央には休憩所の東屋が

設けられ、予約制・低料金で誰でも気軽に利用できます。飛騨ならではの自然とその恵

みを、ゆっくり満喫した

くなる道の駅です。 

▲一番人気は「よもぎうどん」 

▲ほんのり緑色がかった「よもぎカレー」 

▲地元産のヨモギを使った多彩な商品 

▲地域の交流拠点でもある道の駅 

▲木立が美しい庭園の池にはコイが泳ぐ 

▲くつろいで食事が楽しめるレストラン 

▲季節ごとの新鮮な農産物がそろう直売所 ▲気軽に利用できるグラウンドゴルフ場 

▲みたらし団子や五平餅は焼き立てを 

… 

… 
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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 

　就活で、よく耳にするようになったの
が「オヤカク」。つまり、企業が、親の意
思を確認することです。最近は親の反
対で入社を辞退する学生が少なくない
ため、対策としてオヤカクを行う企業
が増えています。子どもの就職に干渉
する親が増加し、企業と学生だけでは
就活を完結できなくなっていて、説明
会や入社式に親が参加するケースもあ
るとか。選挙権年齢は下がっても、今ど
きの親子は、なかなか子離れ・親離れで
きないようです。 

　パーティピープルの略で、略し方は
ネイティブな発音に基づいているよう
です。意味は社交的な場やイベントな
どでノリ良く盛り上がる人、あるいは盛
り上がることで、後者の場合は、「なん
かパリピたい」などと言ったりもします。
イメージとしては、大勢で集まって騒ぐ
ことを求める、お祭り大好き人間といっ
たところでしょう。明るく元気で、みん
なで楽しく盛り上がるのはいいことで
すが、くれぐれも周囲へのマナーやエ
チケットをお忘れなく。 

　「あり」は「いいね」、「なし」は「イヤ・
ダメ」と、肯定・否定の意味でも使われ、
「あり、あり」と言葉が重なれば意味は
強くなります。そのため、「ありよりの
あり」は超ありで、ありの最上級。これ
に対し、「なしよりのなし」は、なしの最
上級で「断固なし」という意味です。また、

「なしよりのあり」は、なしと思いきや「あ
り」、「ありよりのなし」は、ありと思い
きや「なし」となり、「上」の上・中・下と
いう表現とは似ているようで少し異な
ります。 

【ありよりのあり】 【パリピ】 【オヤカク】 
（親確） 

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 

材料 
4人分 

作り方 作り方 

エネルギー ・・・・171kcal 

タンパク質 ・・・・・・・21.1g 

脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・・5.7g 

炭水化物 ・・・・・・・・・・・9.3g 

塩分 ・・・・・・・・・・・・・・・・1.3g

栄養価＜1人分＞ 

←写真は１人分です。 

牛乳茶碗蒸し・そぼろあん 

①卵は割ほぐし、牛乳と塩小さじ1/2を加えて濾す。 

②器に①を注ぎ、蒸気の上がった蒸し器に入れて強火で2分、弱火で
18分蒸す。 

③鍋に鶏挽肉と生姜、Aを入れてよく混ぜ火にかけていりつけ、だし
を加えて煮立て、解凍したグリンピースを入れる。 

④片栗粉小さじ2を水大さじ1でとき、③に加えとろみをつけ、②にか
けて完成。 

vol.30

卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個 
牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2カップ 
鶏挽肉 ・・・・・・・・・・・・・・・100g 
生姜（みじん切り） ・・・・小さじ2 
だし ・・・・・・・・・・・・・・・・・150cc 

冷凍グリンピース ・・・・・・・・少々 
片栗粉、塩 ・・・・・・・・・・・・・・適量 
　　鮭 
　　みりん ・・・・・・・各小さじ2 
　　しょう油 

材料 
4人分 

エネルギー ・・・・127kcal 

タンパク質 ・・・・・・・・・3.2g 

脂質 ・・・・・・・・・・・・・・・・9.6g 

炭水化物 ・・・・・・・・・・・6.3g 

塩分 ・・・・・・・・・・・・・・・・0.4g

栄養価＜1人分＞ 

←写真は１人分です。 

にんじんのピーラーサラダ 

①あじの干物は焼いて皮と骨を取り除き、すり鉢ですって、白ゴマを
加えさらにすり混ぜ、みりん、味噌を加え混ぜて薄く塗り広げる。 

②①のすり鉢の内側を直火にかざして表面に焼き色をつけ、冷水を
加え混ぜて氷適量を加える。 

③鍋そうめんを製品の表示通りに茹で、器に盛って②をかけ、青じそ
をのせ、残りの薬味を別に添え完成。 

A

人参 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 
カッテージチーズ ・・・・大さじ4 
パセリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 
 
 

　　ワイン酢 ・・・・・・・・大さじ2 
　　塩、胡椒 ・・・・・・・・・・各少々 
　　粒マスタード ・・・・小さじ1 
　　オリーブ油 ・・・・・・大さじ3

A

学 校 教 育 の 取 組 み 
 「国際貢献で、世界を変革するグローバル・リーダーの育成」 

岐阜県立関高等学校 

　本校は、豊かな自然と文化に育まれた「刃物のまち」関
市に95年前に創立されました。現在は、普通科の高等学
校として、校訓「進取の気概、至誠の心、日々錬磨」のもと、
生徒一人ひとりの興味・関心を喚起する授業や部活動、学
校行事の充実に努めています。 
　平成26年度からは、岐阜県教育委員会よりスーパーグ
ローバルハイスクールの指定を受けており、「グローバル
人材」の育成が本校の果たすべき大切な使命となりました。 

　そのために、本校では講師を招聘しての講義や講演会、
アクティブラーニングの推進、海外フィールドワークの実施
等、多岐にわたるプログラムを用意しています。 

　生徒は、グループで関心のあるテーマについて課題解
決型の研究を進め、高校生にできる国際貢献を模索し、年
度末に英語による発表を行います。 
　また、海外フィールドワークとして、イギリスのロンドン郊
外にある姉妹提携校、ヘイドンスクールへ30名程が赴き、
交流を行います。さらに、別のグループは、ベトナムで関市
の刃物企業の海外展開を学び、現地の高校生とも交流を
します。 
　このように、本校では「知・徳・体」に調和のとれた人間
性豊かで、高い志とグローバルな視野をもって、将来、地域
社会の発展のために貢献できる有為な担い手を育成して
います。 

イギリスのヘイドンスクールとの文化交流 英語による課題研究発表会 

ヘイドンスクールでの交流会 

今年66回目を迎えた、春の恒例行事「強歩大会」 
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第2回　理事会報告　8月10日（水）13：30～　グランヴェール岐山にて 

学 校 生 協 今 と こ れ か ら 

①新採加入者数は、3ヶ月間で235名（加入率35.9％、昨年度

30.2％）でした。 

②組合員数は、3ヶ月間で276名増え、17,644名となりました。 

組織の状況（6/20現在） 1 

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、4,051万円（計画比97.2%）でした。 

②事業経費は、人件費と物件費を合わせて4,245万円（計画比100.3%）でした。 

③事業剰余金（①－②）は、△193万円で、計画より129万円減でした。 

④事業外収益（利息、配当金、経費分担金等）は、494万円（計画比98.4%）でした。 

⑤経常剰余金（③＋④）は、301万円で、計画136万円減、前年405万円減でした。 

損益の状況（6/20現在） 3

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、東日本大震災及び熊本地震災害の復興支援の取り組みを続けていきます。 

秋の強化月間 1

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、7,000名（組合員の40％）ハーベスト、ハーベストネオのチラシ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及び熊本地震災害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・整備工場会・学校生協は、「プレゼント付き感謝セール」を取り組みます。2016年8月～12月まで、

毎月60名にプレゼント。 

⑦第32回飛騨地区「虹のフェア」を開催　開催日＝10月29日（土）11：00～16：30　会場＝マウントエース　 

参加目標＝組合員600名 

具体的な取り組み 2

事業の状況（6/20現在） 2

16年度4月～6月の組織・事業・経理に関する件 

「秋の強化月間」計画とその推進に関する件 

①総供給高（売上高）は1億1,775万円、計画比87.3％でした。

このうち自主供給（共同購入・宅配・巡回・展示会）分は4,075万円で、計画比93.7％となり、斡旋供給（指定店・代

行・ガソリン等）分は7,700万円で、計画比84.2％、金額にして1,444万円減少しました。 

②その他事業収入（手数料収入）は、3,002万円（計画比101.1%）で、そのうち保険手数料は2,160万円（計画比96.8%）

事業手数料448万円（計画比130.9%）、その他手数料は394万円（計画比99.81%）でした。 

ユニセフ子どもの広場 2016ユニセフ子どもの広場 2016

2016年度 地区代表者会 2016年度 地区代表者会 2016年度 地区代表者会 地区名 開催日 
岐阜市 
岐　阜 
西　濃 
美　濃 
可　茂 
多治見 
恵　那 
飛　騨 

7月 6日（水） 
7月26日（火） 
7月 7日（木） 
7月21日（木） 
7月11日（月） 
7月 8日（金） 
7月21日（木） 
7月 6日（水） 

合　計 

開　催　場　所 
岐阜メモリアルセンター 

岐阜県水産会館 
宇留生地区センター 
美濃市中央公民館 

可児市文化創造センター 
セラトピア土岐 
中津川ちこり村 

飛騨世界生活文化センター 

参加者数 
40 
39 
66 
56 
46 
31 
41 
40 
359

参加率 
39.2 
45.9 
53.7 
73.7 
64.8 
56.4 
65.1 
53.3 
55.2

　福利厚生3団体（学校生協・弘済会・事務センター）の

15年度の報告と16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、359名でした。 

　今年の講演会は、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、「乳酸 菌について」ニチニチ製薬㈱、ゴールドパック㈱、㈱コ

ーセーフーズを行いました。 

　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 

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。 

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。 © UNICEF/INDA2013-00439/MANPREET ROMANA

主催：岐阜県ユニセフ協会　後援：岐阜県・岐阜市・岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会 
（お問い合せ先：岐阜県ユニセフ協会　TEL 058-379-1781　FAX 058-379-1782　住所：各務原市鵜沼各務原町1-4-1　E-mail：gifuken@unicef-gifu.jp まで） 

岐阜県ユニセフ協会設立5周年 岐阜県ユニセフ協会設立5周年 岐阜県ユニセフ協会設立5周年 

ユニセフ（国際連合児童基金）は、みなさまから寄せられた募金で、 
世界の子どもたちの命と健康と未来を守るために活動している国連の機関です。 
と　き 11月19日（土）9：30～12：00（雨天決行） ところ JR岐阜駅 北口駅前広場 

と　き 11月19日（土） 
時間／13：00～15：00（開場12：00 受付12：30） 
13：00 記念式典　13：30記念講演会 

会　場 岐阜大学サテライトキャンパス（JR岐阜駅より徒歩5分） 

第38回 ユニセフ 
ハンドインハンド 

募金活動 

第38回 ユニセフ 
ハンドインハンド 

募金活動 

みんなで楽しもう!!みんなで楽しもう!!
ミニSL乗車体験! 

バルーンアートをご一緒に！ 
バンド演奏（雨天中止） 

設立5周年記念講演会 
おし だり けん ろう 

講師／忍足 謙朗 氏 NHK「仕事の流儀」、 
TBS「情熱大陸」 出演 

事前申込：岐阜県ユニセフ協会 蕁058-379-1781  参加費無料 
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第2回　理事会報告　8月10日（水）13：30～　グランヴェール岐山にて 

学 校 生 協 今 と こ れ か ら 
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事業手数料448万円（計画比130.9%）、その他手数料は394万円（計画比99.81%）でした。 
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産業㈱、「飛騨のおいしいを作る」（有）老田屋、「乳酸 菌について」ニチニチ製薬㈱、ゴールドパック㈱、㈱コ
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　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 

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。 

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。 © UNICEF/INDA2013-00439/MANPREET ROMANA

主催：岐阜県ユニセフ協会　後援：岐阜県・岐阜市・岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会 
（お問い合せ先：岐阜県ユニセフ協会　TEL 058-379-1781　FAX 058-379-1782　住所：各務原市鵜沼各務原町1-4-1　E-mail：gifuken@unicef-gifu.jp まで） 
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世界の子どもたちの命と健康と未来を守るために活動している国連の機関です。 
と　き 11月19日（土）9：30～12：00（雨天決行） ところ JR岐阜駅 北口駅前広場 

と　き 11月19日（土） 
時間／13：00～15：00（開場12：00 受付12：30） 
13：00 記念式典　13：30記念講演会 

会　場 岐阜大学サテライトキャンパス（JR岐阜駅より徒歩5分） 

第38回 ユニセフ 
ハンドインハンド 

募金活動 
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ハンドインハンド 

募金活動 

みんなで楽しもう!!みんなで楽しもう!!
ミニSL乗車体験! 

バルーンアートをご一緒に！ 
バンド演奏（雨天中止） 

設立5周年記念講演会 
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講師／忍足 謙朗 氏 NHK「仕事の流儀」、 
TBS「情熱大陸」 出演 
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2016年度 岐阜県学校生協指定店協力会主催 

第23回学校生協組合員『ゴルフコンペ』の実施報告 第23回学校生協組合員『ゴルフコンペ』の実施報告 

商 品 委 員 会 商 品 委 員 会 ニチニチ製薬本社工場見学 ニチニチ製薬本社工場見学 ニチニチ製薬本社工場見学 
2016年度 

2016年7月27日（水） 
住所：三重県伊賀市富永 

　民間保険は、生命保険「第一分野」と損害保険「第二分野」、また両分野に属するまたは
どちらにも属さない保険を「第三分野」と分類しています。 
　学校生協では、全ての分野に“教職員の皆様”のための保険商品を準備しています。 

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・特別支援学校小中等部の皆様には、 

岐阜県教職員 福祉共済制度（グループ保険） 
【太陽生命保険　中部法人営業部】【明治安田生命　中部公法人部】 

高等学校・特別支援学校高等部の皆様には、 

義援金制度 グループ保険「絆」 
【明治安田生命　中部公法人部】 

小学校・中学校・特別支援学校小中等部の皆様には、 

岐阜県教職員 福祉共済制度（グループ保険） 
【太陽生命保険　中部法人営業部】【明治安田生命　中部公法人部】 

高等学校・特別支援学校高等部の皆様には、 

義援金制度 グループ保険「絆」 
【明治安田生命　中部公法人部】 

募集期間 11月7日（月）～12月16日（金） 募集期間 11月7日（月）～12月16日（金） 

民間保険は3つの分野に分かれます 

※取扱保険会社や取扱商品詳細は、学校生協までお問い合わせ下さい。 

取扱保険 
会社 

学校生協 
取扱会社 

学校生協 
主な保険 

第一分野 

生命保険会社 

明治安田生命、太陽生命、 
第一生命、あんしん生命、 
アフラック 

死亡・高度障害など、 
団体扱等の生命保険 

第二分野 

損害保険会社 

東京海上日動、 
損保ジャパン日本興亜、 
朝日火災 

自動車保険、火災保険、 
賠償責任保険、など 

第三分野 

生命保険会社と一部の 
損害保険会社 

第一分野、第二分野の 
保険会社に同じ 

医療保険、がん保険、 
介護保険、傷害保険、など 

保険の種類 

第二分野 
（損害保険） 

第三分野 
（医療・がん・傷害など） 

第一分野 
（生命保険） 

ヤクルトやヨーグ
ルトを毎日口にし
ているより、だん
ぜんお薦め。 

乳酸菌のすごさは、
工場見学をさせて
もらって実感しま
した。 

さらなる健康を求

めるための研究は、

「社会（人）に対す

る貢献」を行って

いこうとする姿勢

の表れだと感じま

した。 
ヨーグルトやヤク
ルトと比べると乳
酸菌の数の多さに
びっくりした。 

安心安全で組合員

の健康を支える学

校生協の理念にあ

ったおススメ商品。 

乳酸菌が身体に良
いことはわかって
ましたが、具体的
な効果について勉
強になりました。 

乳酸菌一筋30年。良い物を届けたい
という思いが伝わ
りました。これは
絶対試してみない
と損だと思いました。 

研究者の熱い思い
も含めて、効果が
期待できると思い
ました。 

腸内環境について

詳しく説明してい

ただき、自分の健

康のためにも是非

試してみたいと思

いました。 

9月 

各月の 
プレゼント 

紹介 

毎月、抽選で60名様へ「東北・九州地方の名産品」をプレゼント 毎月、抽選で60名様へ「東北・九州地方の名産品」をプレゼント 
岐阜県学校生協・指定店は 

被災地の 
復興を支援しています。 

● 
● 
● 
● 

期　　　間 
応募券進呈 
賞　　　品 
当 選 発 表 

● 
● 
● 
● 

2016年8月21日～12月20日（4ヶ月） 

3,000円以上のご利用者（利用額に応じて） 

10月、11月、12月、1月の各上旬にお届け 
賞品のお届けをもってかえます。詳しくは学校生協又は各指定店にお尋ねください。 

8/21～9/20 
10月お届け 利用期間 

10/21～11/20 
12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 

黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳セット 

熊本市に本社工場を構える株式会社フジバンビ製造。
外はサクッと中はしっとり。やさしい甘さが人気のモ黒
糖ドーナツ棒モと、阿蘇山麓の豊かな自然から生まれ
たジャージー牛乳の深い味わいのモ阿蘇ジャージー牛
乳ドーナツ棒モ。人気の商品を詰め合わせたセットです。 

毎年恒例の『ゴルフコンペ』が8月12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。お盆の最中でしたが多くの方々にご参加を頂き、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。 

2016年度「プレゼント付き感謝セール」 2016年度「プレゼント付き感謝セール」 
岐阜県学校生協・指定店協力会・指定店自動車整備工場会 

10月 
国産サバのオリーブオイル漬け 
6缶セット 

岩手缶詰株式会社製造。国産サバの旨味たっぷ
り、オリーブ漬けの缶詰です。【サヴァ】はフラン
ス語でお元気ですかの意味です。 

11月 
熊本県産味付海苔4個セット 

有明海で採れた海苔をじっくりと焼き上げ、
素材の旨味を生かした2種類の味付海苔の
セットです。クマモン柄でのお届けです。お
つまみにも最適です。 

12月 
ほんなこつデコポン！ぽん酢セット 

デコポン果汁たっぷりの火の国ぽん酢のセッ
トです。基準をクリアしたほんなこつ（本物）
のデコポンを使用しています。 

・見学概要 
　乳酸菌フェカリス「FK-23」の研究・開発・製造を行っているニチニチ製薬へ訪問。三重県伊賀市という山奥であったが、一日25kgの
乳酸菌を作るのに毎日水を60トン使用しないといけないことから、水の綺麗な場所に本社を設置したようです。スーパーやコンビニで
もたくさん乳酸菌やヨーグルトが並んでいる昨今、こだわりを持って乳酸菌の研究・製造を行っている現場を見てきました。 

・フェカリス「FK-23」について 
　このフェカリス「FK-23」は、数百種類もの乳酸菌の中から、最も「守るチカラ」の優れた菌として選び出され、さらに特許取得技術により特殊な加熱処理を行うことで「守るチ
カラ」を生きた菌の3倍に高めることに成功した乳酸菌です。毎日の生活習慣に乳酸菌を取り入れて、ココロとオナカの元気を目指しましょう！ 
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学校生協 

あ た ま の 体 操 

バーコードリーダーで 
読み取ってご利用ください 

住まいの友達 

点検料は、頂いておりません。 
まずは、ご相談だけでもかま 
いません。 

一度見てもらい 
たいんだけど？ 

でも？…… 

〒500-8281 岐阜市東鶉7丁目30番3　TEL058-275-1525  FAX058-275-1526  http://www.sumitomo-shodoku.co.jp

日本しろあり対策協会正会員 
日本ペストコントロール協会会員 

1312号 
023055

まで。 

すまいる倶楽部会員のお得な割引システム 

害虫駆除の事なら住友消毒におまかせください

シロアリ駆除事業 

不快害虫対策事業 

〈お掃除内容〉 
・流し台 ・レンジフード ・ルームクリーニング 
・トイレ ・エアコン ・浴室まわり 

お気軽にご利用、ご相談ください
お掃除事業

お住まいのクリーニング新事業

始めました!!

☆ ★ ☆ ★ 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） 
尚、「あたまの体操」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。 
締め切り　11月11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
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。 

★組合員のひろば投稿 
　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
ススメ商品をご紹介ください。 

★ご意見・質問のお便りも受け付けています。 
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名様に図書カードをプレゼント致します。 
尚、「あたまの体操」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。 

二重枠に入った文字をA～E順に並べて 
できる言葉は何でしょう？ 

1 
6 
7 
9 
11 
12 
14 
15 
17 
19 
21

漢字で「十姉妹」と書く 
――貝　――船　――籤 
現在は静岡県の一部になっている旧国名 
――代謝は、生命維持に必要な最小のエネルギー代謝量 
紙のように薄くした金属。アルミ―― 
バイオ燃料としての利用も注目される鞭毛虫。ユーグレナ 
漢字にすると「すえひろがり」な数 
――のビーナスは、ルーブル美術館で展示されている 
――時計　――サボテン　一家の―― 
ハワイ諸島で2番目に大きな島 
読み下すと「ふるきをたずねあたらしきをしる」
となる四字熟語 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
10 
12 
13 
 

14 
16 
18 
20

労働時間短縮の略 
――運動　――暖房 
勝手口や楽屋口に通じる門 
大量にあることを「――で量るほどある」という 
ある鳥のクチバシに似ているのが名前の由来の道具 
少年老いやすく――成りがたし 
得意がったり威張ったりする様子を「――になる」ともいう 
海水面が上がっている 
繊維街として有名な京都の地。足利氏がここ
に幕府を置いて始まったのは――時代 
必要は発明の―― 
木曽川の「日本――」の由来となった欧州の大河 
島原の――　大塩平八郎の―― 
岐阜では乳用より肉用の飼育が多い 

当選者は次の方々です（敬称略） 

おめでとうございます 
杉江　麻美（北小学校（羽島郡）） 
桝井　秀敏（西江小学校） 
安藤美栄子（倉知小学校） 
長谷川清考（御嵩小学校） 
林　　奨司（土岐津小学校） 
田口麻依子（宮小学校） 
中嶋　俊朗（東濃フロンティア高校） 
川合美佐子（可児工業高校） 
松田　憲和（退職継続組合員） 
川瀬千鶴子（退職継続組合員） 

No.159の答え 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

正解者は 
44名 

［7］ 
でした。 

16 8 

20 11 5 

19 13 7 4 

15 10 

18 9 3 

21 12 2 

17 14 6 1 

E 

D 

C 

B 

A 

9 5 7 1 4 3 8 6 2
8 3 4 6 5 2 1 7 9
2 1 6 8 7 9 4 3 5
3 7 2 9 1 6 5 8 4
4 8 9 7 2 5 3 1 6
5 6 1 3 8 4 9 2 7
1 9 8 4 6 7 2 5 3
7 4 5 2 3 8 6 9 1
6 2 3 5 9 1 7 4 8
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――代謝は、生命維持に必要な最小のエネルギー代謝量 
紙のように薄くした金属。アルミ―― 
バイオ燃料としての利用も注目される鞭毛虫。ユーグレナ 
漢字にすると「すえひろがり」な数 
――のビーナスは、ルーブル美術館で展示されている 
――時計　――サボテン　一家の―― 
ハワイ諸島で2番目に大きな島 
読み下すと「ふるきをたずねあたらしきをしる」
となる四字熟語 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
10 
12 
13 
 

14 
16 
18 
20

労働時間短縮の略 
――運動　――暖房 
勝手口や楽屋口に通じる門 
大量にあることを「――で量るほどある」という 
ある鳥のクチバシに似ているのが名前の由来の道具 
少年老いやすく――成りがたし 
得意がったり威張ったりする様子を「――になる」ともいう 
海水面が上がっている 
繊維街として有名な京都の地。足利氏がここ
に幕府を置いて始まったのは――時代 
必要は発明の―― 
木曽川の「日本――」の由来となった欧州の大河 
島原の――　大塩平八郎の―― 
岐阜では乳用より肉用の飼育が多い 

当選者は次の方々です（敬称略） 

おめでとうございます 
杉江　麻美（北小学校（羽島郡）） 
桝井　秀敏（西江小学校） 
安藤美栄子（倉知小学校） 
長谷川清考（御嵩小学校） 
林　　奨司（土岐津小学校） 
田口麻依子（宮小学校） 
中嶋　俊朗（東濃フロンティア高校） 
川合美佐子（可児工業高校） 
松田　憲和（退職継続組合員） 
川瀬千鶴子（退職継続組合員） 

No.159の答え 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

正解者は 
44名 

［7］ 
でした。 

16 8 

20 11 5 

19 13 7 4 

15 10 

18 9 3 

21 12 2 

17 14 6 1 

E 

D 

C 

B 

A 

9 5 7 1 4 3 8 6 2
8 3 4 6 5 2 1 7 9
2 1 6 8 7 9 4 3 5
3 7 2 9 1 6 5 8 4
4 8 9 7 2 5 3 1 6
5 6 1 3 8 4 9 2 7
1 9 8 4 6 7 2 5 3
7 4 5 2 3 8 6 9 1
6 2 3 5 9 1 7 4 8

10 11



　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。
457校（昨年438校）発生率70.0％（昨年67.0％）の学校よりご利用いただきました。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。 

（赤）ハーベスト初回の10月号のみ基本的に全員
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、2016年1月中旬頃 

になります。 

ただし 

展開のチラシ・日程　（赤）ハーベストと酒類版は、上記②の日程でも展開します。 

上記は各チラシの10月号です。 
11月号と12月号も対象のチラシになります。 
内容は変更になる場合があります。ご了承ください。 『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。 

きもの・ジュエリー展 きもの・ジュエリー展 きもの・ジュエリー展 
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!!

作 新 最 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 

こ の ペ ー ジ の お 問 い 合 せ は 、 事業課 ま で 。 

10月29日（土）～10月30日（日） 10月29日（土）～10月30日（日） 
ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

2016年度 秋の強化月間 2016年度 秋の強化月間 2016年度 秋の強化月間 

ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

いろいろな企画を用意しています。お楽しみに!!

虹 のフェア 虹 のフェア 虹 のフェア 
開催日 

10月29日（土） 
11：00～16：30

場 所 
マウントエース 
高山市問屋町３０-８９ 

第32回 飛騨地区 

チラシ名 
（赤）ハーベスト・酒類版 

チラシ着 

10月号 

11月号 

12月号 

9/15（木） 

10/13（木） 

11/10（木） 

注文締切日 
9/26（月） 

10/ 3（月） 
10/24（月） 
10/31（月） 
11/21（月） 
11/28（月） 

商品お届け日 
10/ 6（木） 
10/13（木） 
11/ 2（水） 
11/10（木） 
12/ 1（木） 
12/ 8（木） 

チラシ名 
（青）ハーベスト・ネオ ① ② 

チラシ着 

10月号 

11月号 

12月号 

9/29（木） 

10/27（木） 

11/25（金） 

注文締切日 
10/10（月） 
10/17（月） 
11/ 7（月） 
11/14（月） 
12/ 5（月） 
12/12（月） 

商品お届け日 
10/20（木） 
10/27（木） 
11/17（木） 
11/25（金） 
12/15（木） 
12/21（水） 

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 

熊本地震復興支援 
のご報告 

1学期全員利用運動のご協力有難うございました。全員利用運動の供給金額の
1％（85,799円）を、熊本県PTA連合会を通じて子どもたちに文房具等の物資の
支援に使用させていただきましたので、ご報告いたします。 

　校区の真ん中に牧田川が流れる自然に恵まれた地
域です。全校児童32人の小規模校で、一人一人に応じ
たきめ細かな教育に当たっています。 

　「自分の思いや考えを堂々と述べられる人になって」
と願い、35年前から、「皆読皆話（かいどくかいわ）」を
続けています。全校児童の前で教科書や本の一部を読
んだり（皆読）、自分の思いを話したり（皆話）する機会を、
毎月開いています。全校児童が挑戦します。 

　地域の盆おどりや2月の学習発表会では、朝の音楽
タイムで練習してきた全校合唱と一之瀬元気っ子太鼓
を発表しています。 

自
然
に
囲
ま
れ
　
の
び
の
び
 

昔の暮らしを学ぶ炭焼き体験 

歌と太鼓の発表 

自分の思いを伝える活動 

No.160

教職員の仕事や生活を総合的にサポートする教職員の仕事や生活を総合的にサポートする

大垣市 

ぎふ道の駅めぐり 
季節の花図鑑 
組合員のひろば 

学校教育の取組み 
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 

商品委員会（工場見学報告）／
指定店「プレゼントセール」・ゴルフ報告 
学校生協の保険 

広告（住友消毒㈲／すまいる倶楽部） 
あたまの体操 
2016年度秋の強化月間 

ライフパートナーをめざします。ライフパートナーをめざします。

大垣市立 

一之瀬小学校 

12 再生紙を使用しています 発行所／ 発行人／堀　憲雄 〒500-8268　岐阜市茜部菱野4丁目103番地 
TEL
FAX

（058）272-9511（代表） 
（058）272-9515

http://www.gifugaku.jp
E-mail info@gifugaku.jp


