
『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。 
回覧での展開は、9/27（木）・10/25（木）・
11/21（水）のチラシお届け分の3回のみです。 

※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。 

※継続会員の方へは個人配布のみとなります。 

職場の組合員80％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人以下の所属先（園・学校等）は対象外になります。 
・組合員の80％以上の利用又は20人以上の利用。 
※「人気商品詰め合わせ」のお届けは、2019年1月中旬頃になります。 

ただし 

展開のチラシ・日程 
上記チラシは初回回覧用のチラシです。 

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』は以下のチラシです。 

皆さまのご利用で 
世界の子どもたちを 

助けましょう。 

大垣逸品展 大垣逸品展 大垣逸品展 
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13日（土）～10月14日（日） 10月13日（土）～10月14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） 

2017年度 秋の生協強化月間 2018年度 秋の生協強化月間 2018年度 秋の生協強化月間 

ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

　夏の『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。
466校（昨年445校）発生率71.8％（昨年69.7％）の学校よりご利用
いただきました。秋の全員利用運動も引き続きご利用・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。 

～供給金額の1%をユニセフへ募金します～ 

～きもの・ 
　ジュエリー・ 
　　　革製品～ 

～きもの・ 
　ジュエリー・ 
　　　革製品～ 

　昭和33年（1958年）に創設され、今年で61年目となる普通科の高等学校です。同窓生は、各界のリーダーとして県内
のみならず日本、世界各地で活躍されており、その存在は、本校の誇りであり礎（いしずえ）でもあります。 
　また、神言修道院や虎渓山永保寺に見守られている落ち着いた環境、美しく整備された校舎や体育館、緑豊かな北辰の
杜、金田一京助作詞、高木東六作曲の心が震えるような素晴らしい校歌、どれもみな本校の自慢です。 
　そして、「自主・自律・自学」の校訓のもと、志を高く、切磋琢磨しながら自己の限界に挑戦する生徒の姿は、伝統の中で培
われた本校の大切な財産です。 

本校の文化祭は体育祭を併せ「北辰祭」と呼ばれ、最大の学校行事です。 

「志を高く、自己を磨け」 

今回もいろいろな企画を準備しています。 
ご来場お待ちしております。 

虹 のフェア 虹 のフェア 虹 のフェア 
開催日 

10月27日（土） 
11：00～16：30

場 所 
マウントエース 
高山市問屋町３０-８９ 

第34回 飛騨地区 

秋の『全員利用運動』のお知らせ 秋の『全員利用運動』のお知らせ 

ハーベスト10月号 
ハーベストネオ10月号 
ハーベストプラス2学期号 
秋のオリジナル版（酒類、回覧のみ） 

ハーベスト11月号 
ハーベストネオ11月号 
ハーベストプラス2学期号（プラスは個人のみ） 

ハーベスト12月号 
ハーベストネオ12月号 
ハーベストプラス2学期号（プラスは個人のみ） 

チラシのお届日 

9月13日（木）【個人】 

9月27日（木）【回覧】 

10月11日（木）【個人】 

10月25日（木）【回覧】 

11月 8日（木）【個人】 

11月21日（水）【回覧】 

締切日 

9月24日（月） 

10月 8日（月） 

10月15日（月） 

10月22日（月） 

11月 5日（月） 

11月12日（月） 

11月19日（月） 

12月 3日（月） 

商品納品日 

10月 4日（木） 

10月18日（木） 

10月25日（木） 

11月 1日（木） 

11月15日（木） 

11月21日（水） 

11月29日（木） 

12月13日（木） 

チラシ 

岐阜県のSGH（スーパーグローバルハ
イスクール）指定校として国際化教育
にも取り組んでいます。中でも「エン
パワーメントプログラム」と呼ばれる3
日間の「疑似留学体験」では、留学生
を招き、英語によるプレゼンやディスカ
ッションの仕方を学習します。 

みんなでわいわい食べる昼食時間は 
勉強の疲れを吹き飛ばします。 

文化祭のクラス劇の様子です。 体育祭の応援合戦の様子です。 

東隣の神言修道院を意識してデザインした 
時計塔のついた校舎が目印です。 

塔には校訓の「自主・自律・自学」が 
刻まれています。 

正面玄関はステンドグラスの吹き抜けに 
なっています。 

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
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。

No.168

多治見北高等学校 多治見市 

岐阜県学校生活協同組合 岐阜県学校生活協同組合 

ぎふ道の駅めぐり 
季節の花図鑑 

第2回理事会報告／地区代表者会 
プレゼント付感謝セール／ゴルフ報告／ユニセフ 

商品委員会報告 
組合員のひろば・ご意見／グループ保険のご案内 

あたまの体操 
秋の強化月間・全員利用運動／きものジュエリー展／虹のフェア 再生紙を使用しています 発行所／ 発行人／村上　達也 〒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
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至富山 

山吹峠 

至乗鞍 

高山 

至下呂 

飛騨市 

高山本線 

飛騨古川 
飛騨細江 

丸山バイパス 

東街道 

飛騨市 道の駅 
★スカイドーム 

158

471

471

360

360

90

41

41

75

75

76
89

　鮮やかな朱色の花の後に育つ実は、赤く硬く、内にはガーネットのよ
うな深い赤衣をまとった種をびっしりと宿しています。やがて、はち切れん
ばかりに成長すると、ぱっくりと割れ、つやつやの種衣があらわに。種の
周囲の甘酢っぱい部分は、人や鳥の秋のごちそうです。日本には平安
時代頃に伝来したと言われ、庭木として親しまれてきました。昔は実も
家で食べられていましたが、最近はあまり見かけなくなり、流通している
ものは大半が外国産。ジュースなどの加工食品もあり、美容効果が期
待されると女性に人気です。一説には、チグリス川やペルシャ湾の東に
位置するザクロス山脈原産で、古くから各地で栽培されたとも。そうい
えば、ザクロスとザクロは似ていますね。 ～つやつやの赤い宝石～ 

「ザクロの実」 

岐阜県には現在56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。 

飛騨グルメから宇宙科学まで「宙（スカイ）ドーム・神岡」 
住 所 飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6

定休日 1月、2月の水曜 

TEL 0578-82-6777 営業時間 9：00～17：00　レストラン11：00～14：00（土日祝～15：00）と17：00～19：00

HP http://www.skydome.jp/ アクセス 高山ICより国道41号線、県道75号線、国道471号線で約35km

★ 

　岐阜県最北の町、飛騨市神岡町に位置する「宙ドーム・神岡」。北陸と信州を結ぶ国道

471号線沿いにあり、広々とした駐車スペースと充実した施設を備えた道の駅です。 

　レストランは麺類や丼物、定食類がバリエーション

豊かにそろい、ランチタイムと午後5時～7時も営業。

人気の定番メニュー「高山ラーメン」は、創業120年

の地元メーカーによる、素材と製法にこだわった一品。

冷めても伸びにくい腰がある細麺に、スープはしょう

ゆ味のあっさりタイプです。少しぜいたくな食事なら、

飛騨牛A5・A4等級の肉を使用した「飛騨牛かつ定食」

がおすすめ。自家製ソースも自慢のおいしさです。 

　軽食コーナーも充実。カフェやソフトクリームのほ

か、そば、うどんなども気軽に食べられます。また、コ

ーナー内にはベテランのパン職人が営む「手作りパ

ン屋さん」があり、くるみレーズンのソフトフランスパ

ンをはじめ、ふくよかで懐かしい味わいの総菜パンや

菓子パンなど、どれも魅力的。この店が目当ての来館

者も多く、午後には売り切れの品も多いのでご注意を。 

　売店コーナーは、2018年春にリニューアルオー

プン。飛騨の特産品が多彩に並び、中でも地元メーカ

ーが出品する中華そばや朴葉みそ、地酒、形が崩れに

くく味が染みやすい「こも豆腐」は要チェック。そして、

神岡町にある東京大学宇宙線研究所「スーパーカミ

オカンデ」にちなんださまざまなグッズや、コラボ商

品の地酒やコーヒーのドリップパックなどもあり、話が弾むお土産になりそうです。 

　現在、スーパーカミオカンデに関する映像などの展示のかたわら、宇宙物理学研究紹

介施設「ひだ宇宙科学館カミオカラボ」の整備工事が進んでいて、2019年春にはオー

プン予定。ますます楽しみが増える道の駅です。 

▲新しくなった売店は充実の品ぞろえ 

▲宇宙線研究所にちなんだ商品も並ぶ 

▲地元メーカーのラーメンや朴葉みそ 

▲スーパーカミオカンデを映像で紹介 

▲館内の工房で作られる焼き立てパン 

▲奥飛騨観光と交通の拠点となる施設 

▲元祖高山ラーメンは定番のおいしさ 

▲飛騨牛A5・A4肉を使ったカツ定食 

第2回　理事会報告　8月6日（月）13：30～　学校生協会館にて 

2018年度　地区代表者会 

学 校 生 協 今 と こ れ か ら 

　新採加入者数は、3ヶ月累計で250名（加入率36.5%、17年度58.2%、16年度35.9%）
でした。組合員数は、17,974名となり前年同期比で37名増加しました。 

組織の状況 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、3,855万円（計画比96.7%）でした。事業経費
は、人件費と物件費を合わせて4,420万円でした。事業剰余金は、△564万円で、計画より28万円減少でした。経常剰余
金は、△194万円で、計画金額が△241万円でしたので、46万円増でした。 

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」、「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、東日本大震災およ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80%組合員化をめざします。 
②「全員利用運動」では、ハーベスト、ハーベストneo、ハーベストプラス、秋のオリジナル版などのチラシを展開して、利用者

数7,000名（組合員の約40%）を目指します。また、供給額の1%をユニセフに募金します。 
③「ガッコープ」は、東日本大震災復興及び熊本地震災害復興支援として被災地商品を通した産業支援に取り組みます。 
④9月中に各地区の運営委員会を開催し、目標や取り組み方を検討します。 
⑤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。 

8月21日～12月20日まで、抽選で毎月60名、計240名にプレゼントが当たります。東日本大震災及び熊本地震災害被災
地域の商品を景品にあてます。（詳しくはP.4をご覧ください） 

⑥第34回飛騨地区「虹のフェア」を開催　開催日＝10月27日（土）11：00～16：30 
会場＝マウントエース（高山市）　参加目標＝組合員600名 

具体的な取り組み 2

事業の状況 2

2018年度4月～6月の 
組織・事業・経理に関する件（6/20現在） 

「秋の強化月間」計画とその推進に関する件 

　総供給高（売上高）は1億334万円、計画比93.7%でした。このうち自主供給（共同購入・宅配・巡回・展示会など）は
2,444万円で、計画比84.6%、斡旋供給（指定店・代行・ガソリン等）分は7,889万円で、計画比97.0%でした。その他事業
収入（手数料収入）は、3,059万円（計画比100.8%）で、そのうち保険手数料は2,145万円（計画比102.4%）、事業手数料
649万円（計画比99.0%）、その他手数料は264万円（計画比93.3%）でした。 

　福利厚生3団体（学校生協・弘済会・事務センター）の17年度の報告と18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。参加者数は、309名で
した。今年も、取引商社の以下の方々より講演をしていただきました。（岐阜市・岐阜：ニチニチ製薬㈱/西濃：ゴールドパッ
ク㈱/美濃・恵那：㈱山政/多治見：㈱三原屋/可茂・飛騨：㈱一条工務店　敬称略） 

地区名 
岐阜市 
岐　阜 
西　濃 
美　濃 
可　茂 
多治見 
恵　那 
飛　騨 

開催日 
7/4（水） 
7/30（月） 
7/31（火） 
7/24（火） 
7/9（月） 

7/13（金） 
7/25（水） 
7/4（水） 
合　計 

開　催　場　所 
岐 阜 県 水 産 会 館  
岐 阜 県 水 産 会 館  
ソフトピアジャパンセンター 
美 濃 市 中 央 公 民 館  
可 児 市 文 化 創 造 センター  
土岐市産業文化振興センター 
中 津 川 「 ち こ り 村 」 
飛騨世界生活文化センター 

参加者数 
31 
35 
51 
45 
48 
29 
35 
35 
309

参加率 
30.7 
41.7 
40.5 
60.8 
67.6 
52.7 
55.6 
52.2 
48.2
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と　き 2018年11月10日（土） 9：00～14：00（雨天決行） 
JR岐阜 北口駅前広場　信長ゆめ広場・杜の架け橋（2階デッキ） 

ユニセフ 第7回 子どもの広場 2018
2018年11月10日（土） 9：00～14：00（雨天決行） 

ところ JR岐阜 北口駅前広場　信長ゆめ広場・杜の架け橋（2階デッキ） 

ユニセフ 第7回 子どもの広場 2018

第40回ユニセフハンド・イン・ハンド募金活動 ボランティア募集中！【雨天実施】 
●募金活動は、あなたの都合のいい時間帯でどうぞ。●当日申込受付の場合 受付場所：JR岐阜駅 北口駅前広場・本部テント 

●問合せ・事前申込先 岐阜県ユニセフ協会 蕁058-379-1781

主催：（公財）日本ユニセフ協会協定地域組織／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 
（問い合わせ・申し込み先　蕁058-379-1781　Fax 058-379-1782　e-mail：gifuken@unicef-gifu.jp） 

期　　　間 
応募券進呈 

● 
● 

2018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） 

賞　　　品 
当 選 発 表 

● 
● 

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。 

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。当日は多くの方々に
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。 
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。当日は多くの方々に
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。 

2018年度「プレゼント付感謝セール」 2018年度「プレゼント付感謝セール」 

10月 

11月 12月 

2018年度 
岐阜県学校生協指定店協力会主催 

岐阜県学校生協・指定店協力会・指定店自動車整備工場会 

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 

各月のプレゼント紹介 

9月 

大人気商品の黒糖ドーナツ棒と姉妹品
の阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒の詰
合せ商品です。 

今なお、避難指示区域の残る福島県浪
江町で、60年以上前から町の人々に
愛されてきたソウルフード、2013年
にB-1グランプリで最優秀賞を受賞し
てから、知名度は一気に全国区に。 
※売上金の一部は、福島県浪江町の復
興のために役立てられます。 

南部せんべいと同じ製法を用いク
ッキー風に焼きあげたせんべい。
粒ごと入ったピーナッツ、スライス
したアーモンド、白ごまの三種類
の詰め合わせ。 

鶏と豚ガラスープで仕上げた、醤油中
華風味のスタンダードな広東風。 
鶏ベースで香味野菜の風味がきいた
さっぱりとした塩味ベースの北京風の
2種類楽しめるセットです。気仙沼産の
ふかひれを使用しております。 

9/21～10/20　11月お届け 利用期間 

なみえ焼そば 
（ブルドッグソース付）6食入 

8/21～9/20　10月お届け 利用期間 

黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳 
ドーナツ棒セット 

11/21～12/20　1月お届け 利用期間 

ふかひれスープ詰合せ（8食入） 

岐阜県学校生協・指定店は、東日本・熊本地震被災地の復興を支援しています。 

熊本 福島 

宮城 
10/21～11/20　12月お届け 利用期間 

三色せんべい（36枚入） 岩手 

参加費なし 

ミニSL乗車・バルーンアート・ゲームなど みんなと楽しく遊んでプレゼントをもらおう！ ミニSL乗車・バルーンアート・ゲームなど みんなと楽しく遊んでプレゼントをもらおう！ 

ミニSL乗車体験 
 （協力）岐阜県立 岐阜工業高校 

バルーンアート 
（協力）ケンちゃんファミリー 

バンド演奏 
（協力）The Sunset Band Featuring Joe

フラダンス 
（協力）ミキフラ 

ボーイスカウトのテント 
作って遊ぼう！顔出しパネルなど 

ガールスカウトのテント 
活動紹介・工作など 

ポンポンカーリングゲーム 
つくって　あそぼうよ 

大好評のチャリティバザー 
全額ユニセフ募金 

さかなつり 
ゲーム 

第25回学校生協組合員 

『ゴルフコンペ』の実施報告 

第25回学校生協組合員 

『ゴルフコンペ』の実施報告 

　生協の方がおいしく魅力のある商品を
開発してみえることがよく分かりました。
また、ちらしを見る見方が変わりました。
また、みんなで利用していきたいと思い
ました。 

北方小学校　河村洋子委員 

　生協の商品は、いろいろ工夫され、味も
よく、安心して食べられるものばかり。食
べてみると、いろんなおいしさの発見が
あります。いろんな商品にぜひ、チャレン
ジしてみてください。 

春日小学校　内田恵美子委員 

　普段スーパーなどで手に取らないよう
な商品でも生協の商品には間違いないで
す。少しお高いかと思っても、気になった
ら頼んでみましょう。 

那加中学校　木全保洋委員 

　ごはんのおともは味が濃くなくて、でも
とてもおいしくて、朝のテーブルにのせて
もすぐになくなりそうです。家族の大好き
なコーンスープやうずらの卵が安心して
食べられるのもとてもうれしいです。簡単
に食べられるのもありがたいです。値段
は少し高くても体によいものが食べられ
ることが何よりです。 

中央中学校　石垣敦子委員 

　健康に配慮した食品、5～10%OFFの
書籍、仕事を助けるグッズなど学校生協は
私たちの味方。しかも、被災地やユニセフ
への寄付にもなる。こんないいシステムも
業者への手数料増などで、どんどんピン
チになるとか。私たちで盛り上げていきた
いものだと思いました。 

下羽栗小学校　田辺美由起委員 

　フォンダンショコラは、特に、チョコレー
トが濃厚で食べると口いっぱいにチョコの
味が広がって、おいしかったです。 

神岡小学校　渡邉洋子委員 

生協のチラシには、全国のおいしい物、職
場や家で使えそうな物がのっています。
皆さんで是非見てください！そしてまず1
つは買ってみてくださいねー。 

足近小学校　大橋由美委員 

　生協は安全、安心な商品が多数あります。
おススメを紹介していくのでみなさん、た
くさん買ってくださいね。 

旭ヶ丘中学校　永田直紀委員 

　三陸産茎めかぶ梅しそ味、おすすめです。
昔（？）は捨てていたわかめの茎の部分と、
梅酢のリサイクルでできるなんて、なんて
エコ！梅の酸味がきいていて、コリコリの
食感もGood！個包装にぎっしり入ってい
てコスパもよいと思います。いろんな意
味で満足度が高い商品です。とにかくお
いしい。 

美山小学校　大野栄美子委員 

　どの商品もおいしく試食させていただ
きました。自分では選ばないような商品
のおいしさにも気付くことができました。 

柳津小学校　澤田理紗委員 

　商品委員会のおススメ商品はまちがい
なくおいしいものばかりです。どれもおい
しいものばかりなので是非どうぞ！職員室
でみんなでワイワイ言いながら食べてく
ださいネ。 

興文中学校　寒田敬子委員長 

　学校生協を長く利用しています。それ
はなぜだろうと考えると、販売者と消費者
が近いということです。子育て中に、子ど
もに、安心・安全なものを食べさせたいと
いうのがスタートでした。それは、今も同
じです。若い皆さん。おサイフにはきびし
いかもしれませんが、たくさん利用して、
学校生協を今後も盛り上げましょう。 

神岡小学校　林富志子委員 

6月16日（土）学校生協会議室にて 6月16日（土）学校生協会議室にて 

委員会開催商品
2018年度 2018年度 

第 1回 

ご協力有難うございました。 

「2018年度7月夏の全員利用運動」地区利用状況 

引き続き、2018秋も 
全員利用運動を 

是非ご利用ください。 

地　　区 

多 治 見  

恵 那  

飛 騨  

教委会等 

退職継続 

合 計  

利 用 人 数  

252 

194 

471 

52 

138 

2,983

利用率(%) 

21.2 

18.8 

36.9 

3.7 

4.9 

16.6

供給金額 

787,808 

646,043 

1,327,849 

161,765 

707,507 

8,589,216

地　　区 

岐 阜 市  

岐 阜  

西 濃  

美 濃  

可 茂  

利 用 人 数  

264 

383 

581 

300 

348

利用率(%) 

8.7 

20.2 

23.4 

22.8 

23.1

供給金額 

710,179 

922,996 

1,388,246 

845,754 

1,091,069

　2018年度第1回商品委員会を6月16日（土）学校生協会館会議室にて開催
しました。今年度は、委員の改選年度にあたり、新たなメンバーでのスタート
をしました。委員長には、興文中学校 寒田敬子先生に再任いただき、副委員長
には、足近小学校 大橋由美先生にお願いすることになりました。引き続き、様々
な情報を発信していきます。 

　生協で取り扱っている商品は、一品一
品選定の段階から製造者のこだわりや、
実際の味わいなどいろいろな要素を含ん
でチラシに掲載されていくのだと感じま
した。おすすめで挙がった商品は是非一
度手にとってみてほしいです。 

長良西小学校　白石直矢委員 

　前半のものはみんなおいしかったので
3つ選ぶのに迷いました。全員利用運動の
申込用紙ですが、氏名らんがもう少し大
きいと書きやすいのですが…。 

帷子小学校　廣瀬佳世子委員 

　瀬戸田レモンはいろんなレシピに使え
そうです。味もさわやかで、レモンもたく
さん入っていておいしかったです。 

坂祝中学校　旗屋修子委員 

　「液切りしないで使えるツナフレーク」
がオススメです。スチール缶のゴミも出な
いので、いいですよ。味も間違いなしです。 

和良小学校　日置正人委員 

N E W

×18

がん
ばろうがん
ばろう

東北 
三陸産 茎めかぶ 梅しそ味 

コリコリ食感がたのしい 
めかぶのお菓子。 
梅しそ味 

コリコリ食感がたのしい 
めかぶのお菓子。 
梅しそ味 

豆乳飲料 
冷たいコーンスープ 

クラッシュコーンの新食感！ 

なかよしカマンベール 

八戸港で水揚げされたイカで 
こだわりのチーズを挟み、 
丁寧に焼き上げました 

広島県尾道市瀬戸田町産の 
レモンを丸ごと使ってはちみつ 
入りのシロップに漬けました 

広島県尾道市瀬戸田町産の 
レモンを丸ごと使ってはちみつ 
入りのシロップに漬けました 

瀬戸田レモン 

N E W

クルミをメインにイチジク、 
グリーンレーズン、クランベリーと 
バナナをミックス 

クルミをメインにイチジク、 
グリーンレーズン、クランベリーと 
バナナをミックス 

ナッツスナッキングクルミ＆フルーツ 

濃厚なチョコレートケーキの 
中に、ガナッシュチョコ入り！ 
濃厚なチョコレートケーキの 
中に、ガナッシュチョコ入り！ 

素材にこだわった 
上質さを、 
大人のティータイムに 

素材にこだわった 
上質さを、 
大人のティータイムに 

ラグノオ 
フォンダンショコラ 

ホシフルーツ  
大人のチーズケーキ 

N E W

N E W

商品委員の皆さんが選んだ 

★ハーベスト7月号掲載商品★ 
美味しかった商品ベスト3 商品委員の皆さんが選んだ 

★★★秋の新商品★★★ 
美味しかった商品ベスト3

1

2

2

3 3
3

1
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学校生協 

あ た ま の 体 操 

当選者は次の方々です（敬称略） 

おめでとうございます 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

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。 

組 合 員 の 皆 様 か ら の 

オススメ商品 
是非 

お試し下さい!!

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） 

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」 
【事務幹事会社　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） 

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」 
【事務幹事会社　明治安田生命　中部公法人部】 

募集期間 10月23日（火）～12月7日（金） 募集期間 10月23日（火）～12月7日（金） 

～生協だより夏号でいただいたお便りです～ 

「ラジオ体操デビュー」 
　この春、幼稚園デビューした3才（3
月生まれ）の息子と、1才（10月生まれ）
の娘とこの夏、ラジオ体操デビューを
しました。近くの公園へ行って分団の
お兄さんお姉さんにまじっての体操。
でも子どもたちは、体操より…「お母
さん、上見たら空が青いよ！」「アリが
いるよー！！」おもむろにアリをおっか
けてつぶそう（？つかもう？）とする娘
…。体操のあと、大急ぎで家に帰り、
育てているミニトマトやお花に水を
あげ、朝ごはん食べて登園というバタ
バタな朝ですが、この時間大事にし
たいなぁと思う母でありました。がん
ばって続けるぞー！！ 
（瑞浪市　こーみーかーちゃんさん） 

「私たちの部活動」 
　私達の学校では「拉麺倶楽部」と
いう部活動があります。自分のお気に
入りのラーメン店を紹介し、都合のつ
く人が好きなときに参加するという
部活動です。新しいお店の開拓はも
ちろん、同僚とワイワイと楽しく語る
時間も楽しいものです。2年で通った
お店は20軒超！今後の活動も楽しみ
です。　（犬山市　サザン大好きさん） 

「私の健健康法」 
　朝ご飯に、白米を食べます。今まで
ずっとパン食でしたが、白米にかえて
から体の調子が良くなりました。白米
と納豆と卵料理。ごく普通～かも？で
すが、日本人にはこれが合ってると実
感しています。 

（岐阜市　りんごさん） 

「私の脳に刺激注入」 
　「あたまの体操」は退職してひから
びた脳に、ほどよい刺激を与えてくれ
ます。今回もよい頭の体操になり、解
けた後はスッキリしました。生協だよ
りが届くのを届くのを毎回とても楽
しみにしています。 

（美濃加茂市　駒鳥さん） 

　サバのおいしさがすべて詰まった
缶づめです。水煮缶はいろいろアレン
ジできるし、味噌はそのまま酒の肴に
なります。最近のマイブームは、オリー
ブオイル漬けとバジル風味。パスタに
あえたり、レタスなどのサラダにのせ
たりするとおいしく食べられます。健
康効果も高いので、高血圧の方にもお
すすめです！ 

×4

サバ オリーブ オイル漬け（ガーリック風味） 

×4

サバ バジル風味 調味液漬け（バジル＆レモン風味） 

「大垣市　ソーダ水より炭酸水さん」 

　　　　　　　　　　　オススメ商品 

香味食用油（ライスオイル入り）にバジルペーストを加え、
塩とレモン果汁で味付けした洋風のサバ缶詰 

エクストラヴァージンオリーブオイルを使用し、ガーリック
風味に仕上げた洋風のサバ缶詰 

香味食用油（ライスオイル入り）にバジルペーストを加え、
塩とレモン果汁で味付けした洋風のサバ缶詰 

エクストラヴァージンオリーブオイルを使用し、ガーリック
風味に仕上げた洋風のサバ缶詰 

☆ ★ ☆ ★ 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2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。 

1 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
16 
18 
20 
21

思い出の品を入れて未来へと送ります 
――やぐら　――遊山 
センター――　――ダンス 
衛星――　指定――　――銀行 
おめでたい魚みたいな名前の東南アジアの国 
火災発生の報を受け、消防車が――した 
岐阜県は面していません 
昨晩夜更かししたせいで――は寝坊しちゃった 
ぼくは――も育ちも岐阜県です 
思わぬ事態、――に打った手がうまく行った 
心臓や血管、消化器などを調節します。 
「交感」と「副交感」とに分けられます 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
12 
13 
 

14 
17 
19 
20

着物のここは、ポケット代わりに使える 
2019年の干支にあたる動物 
舌に感じるところがない 
誇りや自尊心ともいいます 
――の数は、0より大きい 
キューバ生まれのラテンミュージック 
南東のこと。十二支2種類で表しています 
どんぐりの背比べで――を付けがたいなあ 
大きな企業を訪問、担当者を呼び出してもら
うため、まず――に向かった 
耳――　真空――機 
取るに足りない――な事件 
ボールみたいな名前のアフリカの国 
漢字で「瓲」とも書く重さの単位 

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？ 

No.167の答え 

青山　郁子（長森東小学校） 
長谷川清考（御嵩小学校） 
三嶋　元司（付知北小学校） 
深山　弘枝（神岡小学校） 
長塚　一美（古川小学校） 
松久　結衣（本荘中学校） 
和田　　眸（東安中学校） 
生駒　伸一（武儀高等学校） 
辻　　篤司（退職継続組合員） 
駒屋　賢治（退職継続組合員） 

正解者は 
68名 

［16］ 
でした。 

17 6 

16 13 5 

20 8 4 

10 

15 12 3 

19 11 2 

21 18 14 9 7 1 
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D 
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『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。 
回覧での展開は、9/27（木）・10/25（木）・
11/21（水）のチラシお届け分の3回のみです。 

※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。 

※継続会員の方へは個人配布のみとなります。 

職場の組合員80％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人以下の所属先（園・学校等）は対象外になります。 
・組合員の80％以上の利用又は20人以上の利用。 
※「人気商品詰め合わせ」のお届けは、2019年1月中旬頃になります。 

ただし 

展開のチラシ・日程 
上記チラシは初回回覧用のチラシです。 

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』は以下のチラシです。 

皆さまのご利用で 
世界の子どもたちを 

助けましょう。 

大垣逸品展 大垣逸品展 大垣逸品展 
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13日（土）～10月14日（日） 10月13日（土）～10月14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） 

2017年度 秋の生協強化月間 2018年度 秋の生協強化月間 2018年度 秋の生協強化月間 

ソフトピアジャパン12Ｆ 
レセプションルーム1　（大垣市） 

　夏の『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。
466校（昨年445校）発生率71.8％（昨年69.7％）の学校よりご利用
いただきました。秋の全員利用運動も引き続きご利用・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。 

～供給金額の1%をユニセフへ募金します～ 

～きもの・ 
　ジュエリー・ 
　　　革製品～ 

～きもの・ 
　ジュエリー・ 
　　　革製品～ 

　昭和33年（1958年）に創設され、今年で61年目となる普通科の高等学校です。同窓生は、各界のリーダーとして県内
のみならず日本、世界各地で活躍されており、その存在は、本校の誇りであり礎（いしずえ）でもあります。 
　また、神言修道院や虎渓山永保寺に見守られている落ち着いた環境、美しく整備された校舎や体育館、緑豊かな北辰の
杜、金田一京助作詞、高木東六作曲の心が震えるような素晴らしい校歌、どれもみな本校の自慢です。 
　そして、「自主・自律・自学」の校訓のもと、志を高く、切磋琢磨しながら自己の限界に挑戦する生徒の姿は、伝統の中で培
われた本校の大切な財産です。 

本校の文化祭は体育祭を併せ「北辰祭」と呼ばれ、最大の学校行事です。 

「志を高く、自己を磨け」 

今回もいろいろな企画を準備しています。 
ご来場お待ちしております。 

虹 のフェア 虹 のフェア 虹 のフェア 
開催日 

10月27日（土） 
11：00～16：30

場 所 
マウントエース 
高山市問屋町３０-８９ 

第34回 飛騨地区 

秋の『全員利用運動』のお知らせ 秋の『全員利用運動』のお知らせ 

ハーベスト10月号 
ハーベストネオ10月号 
ハーベストプラス2学期号 
秋のオリジナル版（酒類、回覧のみ） 

ハーベスト11月号 
ハーベストネオ11月号 
ハーベストプラス2学期号（プラスは個人のみ） 

ハーベスト12月号 
ハーベストネオ12月号 
ハーベストプラス2学期号（プラスは個人のみ） 

チラシのお届日 

9月13日（木）【個人】 

9月27日（木）【回覧】 

10月11日（木）【個人】 

10月25日（木）【回覧】 

11月 8日（木）【個人】 

11月21日（水）【回覧】 

締切日 

9月24日（月） 

10月 8日（月） 

10月15日（月） 

10月22日（月） 

11月 5日（月） 

11月12日（月） 

11月19日（月） 

12月 3日（月） 

商品納品日 

10月 4日（木） 

10月18日（木） 

10月25日（木） 

11月 1日（木） 

11月15日（木） 

11月21日（水） 

11月29日（木） 

12月13日（木） 

チラシ 

岐阜県のSGH（スーパーグローバルハ
イスクール）指定校として国際化教育
にも取り組んでいます。中でも「エン
パワーメントプログラム」と呼ばれる3
日間の「疑似留学体験」では、留学生
を招き、英語によるプレゼンやディスカ
ッションの仕方を学習します。 

みんなでわいわい食べる昼食時間は 
勉強の疲れを吹き飛ばします。 

文化祭のクラス劇の様子です。 体育祭の応援合戦の様子です。 

東隣の神言修道院を意識してデザインした 
時計塔のついた校舎が目印です。 

塔には校訓の「自主・自律・自学」が 
刻まれています。 

正面玄関はステンドグラスの吹き抜けに 
なっています。 

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
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。

No.168

多治見北高等学校 多治見市 

岐阜県学校生活協同組合 岐阜県学校生活協同組合 

ぎふ道の駅めぐり 
季節の花図鑑 

第2回理事会報告／地区代表者会 
プレゼント付感謝セール／ゴルフ報告／ユニセフ 

商品委員会報告 
組合員のひろば・ご意見／グループ保険のご案内 

あたまの体操 
秋の強化月間・全員利用運動／きものジュエリー展／虹のフェア 再生紙を使用しています 発行所／ 発行人／村上　達也 〒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
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