岐阜県学校生活協同組合
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白川小学校

白川小学校は、
「白川茶」
「東濃檜」で有名な
白川町にあり、春にはウグイスが啼き、夏にはカ
ジカガエルの声が響く、豊かな自然に囲まれた
学校です。児童数50人弱の小規模校ですが、
明治6年創立で、145年の伝統と歴史があります。

学校の
教育目標

「温かい心」の育成
小規模校だからこその温かい人間関係作りを
大切にしています。上の写真は、新入生を迎える
会で1年生をおんぶする6年生です。この温かい
笑顔こそが宝です。

口と歯の健康教育の推進
平成30年度「岐阜県学校歯科保健優良校（準
県1位）」の表彰を受けました。写真は、ブラッシ
ング指導の様子です。全校みんなで歯磨きに取
り組んでいます。

ぎふ道の駅めぐり／季節の花図鑑
第4回理事会報告／新規加入案内
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地域と連携した体験活動
地域と連携してサツマイモ作り、大豆作り、豆
腐作り…など多様な体験活動を行っています。
写真は、茶摘み体験の様子です。
「1芯2葉で摘んだよ！」

図書館教育・読書活動の充実
白川町は平成26年に「読書のまち宣言」をし
ました。学校でも読書活動を充実させ、みんな本
が大好きです。写真は、ビブリオバトルで本の紹
介をしている様子です。

組合員のひろば／ユニセフ／グランリゾート
学校生協事業案内（ユニセフ募金お礼）

学校生協の保険
あたまの体操

全員利用運動報告
商品委員会報告

学校生協 第4回理事会報告
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。

しゃれた空間に多彩な楽しみ「パレットピアおおの」

学校生協第4回理事会は、2月28日
（木）ホテルグランヴェール岐山で行われました。
学校生協第18次中期経営計画の3年目が、ほぼ終了しました。経営数値は、前年度に比べて
悪化しました。

（第1号議案）2018年度第3四半期までの組織状況・経理報告・事業報告の承認

12月20現在、加入者は553名（うち新規採用417名・加入率60.9%）ありま

1.組織の状況 したが、退職等による脱退者が495名あったため組合員数は17,742名、退
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▲高い天井と大きな窓の開放的な施設

▲地域の自慢の品がそろう物産販売所

▲地元生産者から届く新鮮野菜や果物
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アクセス 岐阜駅付近から県道53号線経由で西へ約13km。大垣駅付近から北へ約9km。

のどかな田園風景の中に位置する「パレットピアおおの」は、2018年7月にオープン
した、岐阜県最大級の道の駅。高い天井とガラス張りが目を引く地域振興施設では、買
い物や食事が多彩に楽しめます。
物産販売所「みのもんや」には、地元生産者から届
く新鮮な野菜や果物、花、卵、加工品、地元事業者によ
る加工品や土産品など、美濃の物（もん）がいっぱい。
旬の野菜を使った惣菜や料理の紹介を聞きながら、
試食できるコーナーも設置しています。
施設中央にあるのは、カフェ・パティスリー・デリカ
テッセン「柿の木」と、ベーカリー「みおぱ」。
「柿の木」 ▲素材にこだわった焼き立てパンが並ぶ
では、地元の農家や事業者と道の駅が共同で開発し
た総菜やスイーツを販売。カフェ・パティスリーには、
地元の農産物を使用したスイーツや近隣菓子店の和
洋スイーツ、地元で生産された牛乳を使ったソフトク
リーム、
コーヒーなど。デリカテッセンには、店内で調
理した地元野菜の総菜、
ジビエを使ったコロッケなど
が並びます。
「みおぱ」では、国産小麦と天然酵母を
使った食パン、小麦粉・塩・麦芽・酵母のみで作ったバ ▲ほんのり甘い玄米ロールのサンドイッチ
ゲット、
コシヒカリ玄米を使用した「玄米ロール」など、
こだわりのパンが次々と焼き上がっています。サンド
イッチや調理パン、菓子パンもさまざま。地元事業者
の焼き菓子なども販売。いずれも併設のイートイン
コーナーで、気軽に味わえます。
レストラン「サイタバラス」では、
メイン料理、
「みお
ぱ」の焼き立てパン、サラダとデリカテッセン、
ドリン
▲地元の農産物を使った総菜やスイーツ
クのセットを用意。メインは地元食材を使ったカレー
やパスタ、肉料理などから選べます。パンとドリンク
はお替わり自由。明るくゆったりとした空間で、優雅
なランチタイムが過ごせます。終日、地域の魅力が堪
能できる道 の 駅
です。
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「どうだんつつじ」
～風に揺れる地上の星くず～
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職組合員数は、2,817名となりました。
事業総剰余金は、1億3,368万円（前年比96.8%）でした。事業経費合計は、1億4,812万円（前年比103.3%）
、従
2.損益の状況 って事業剰余金は、△1,444万円、事業外収益711万円を加えた経常剰余金は、△733万円を計上しました。
総供給高は、3億6,253万円（計画比95.2%前年比96.4%）
となり、今年度の計画は未達成でした。自主供給（チラシ、
3.事業の状況 宅配、巡回、展示会）は、1億666万円（計画比78,9%）、供給減が響きました。

0585-34-1001 営業時間 9：00～18：00 レストラン11：00～15：00（ラストオーダー14：00）

TEL

https://pallettepia-ono.com/

4～5月頃、庭先や植え込みでよく見られる壺形の白い花。うつむいて
鈴なりに咲く姿が可憐です。
「満点星」というロマンチックな字で表記さ
れることもあり、葉陰に揺れる無数の小花は、満天の星のようにも見えます。
しかし、名前の由来は、実は灯台。枝分かれの様子が、3本の細い丸太を
結んで三脚のようにした結び灯台と似ているからで、
「ドウダン」は「トウダ
イ」が転じたものとか。漢字では「灯台躑躅」と書かれます。日本原産で
花色は大半が白ですが、
まれにピンクや黄色などのものもあり。暑さ寒さ
に強くて育てやすく、秋には葉っぱが真っ赤に色づくので、花と紅葉を楽
しめる植栽として人気が高く、最近は鉢植えで楽しむ人も増えています。

（第2号議案）第19次中期3ヵ年経営計画概要並びに2019年度事業計画概要の承認
（第3号議案）役員補充選任及び総代選挙／（第4号議案）
「退職組合員に関する規程」一部改正
（第5号議案）
「その他組合員に関する規程」一部改正／（第6号議案）新規加入組合員の承認

学校生協加入案内
学校生協

ってなあに？

学校生協
運営

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39都道府県に43の組織があり、共同して各種の事業を展開しています。

学校生協

出資

利用

是非、ご加入をお願い致します!

のしくみ

教職員が
●出資金（お金）を出し合い組合員になり
●自分たちで運営（経営）に参加し
●商品やサービスを利用し剰余金が（利益）が出た場合は、
組合員全員で分け合う協同の組織です

学校生協と指定店、提携施設等の商品
運営 学校生協は組合員
やサービスが利用できます。
の声で運営されます。
●学校生協で扱う共同購入やカタログ等の商品の注文に加え、 ●学校生協は出資している組
出資 出資金は商品や保険等各種サービス
を提供するための大切な資金です。
団体扱いグループ保険やコープ共済にご加入が頂けます。
合員のもの。組合員一人ひ
●出資金は入会金や寄付ではなく、学校生協の事業を ●学校生協が提携する指定店・提携店でお買い物や保
とりが運営者として参加で
支えるために一人ひとりが出し合う資金です。
険の団体扱いがご利用頂けます。
きます。
●出資金は一度お預かりするだけで、退職若しくは脱退時 ●学校生協が提携する施設や店舗などが組合員割引で ●組合員が意見や要望を出し
ご利用頂けます。
合って、事業に反映させより
まで組合員資格は有効です。
（途中で増資もできます）
良い組織づくりを目指します。
●退職若しくは脱退時には、出資金は全額ご返還いたします。 ●学校生協で主催する各種イベントもご参加頂けます。

利用

～あなたも
ぜひご加入を～

学校生協に加入するには、
「出資金」が必要です。
「出資金」は、会費ではありません。
生協運営のためにお預かりする大切な資金となります。お預かりしたものですから、
脱退された時には、出資配当金を加えて、全額お返しします。

◆出資金は1口500円の10口以上、5,000円からです。

◆加入申込書に、必要事項を記入の上、学校生協事務局までお送りください。
あわせて「岐阜県教職員事務センター」口座登録をお願いします。
※1,000円の5回分割払いですが、ご希望により一括払いも
できます。出資金（上限10万円）には年1回の出資配当金
インターネットで購入できるものもあります。下のHPをお開き下さい。
があります。利用分量に応じた利用割戻しを行っています。 岐阜県学校生協の
※年度の事業状況により配当できない場合がございます。
ホームページもご覧下さい。

http://www.gifugaku.jp/

2019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

もれなくネームペン（生協取扱商品）をプレゼントしています。
（2020年3月20日まで）

さらに!! ＧＴＣメンバーズカードキャンペーン 2019年12月20日まで
入会者にもれなく500円の図書カードプレゼント実施中です。

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組合員
証です。
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
くことが出来ます。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。

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。

■年会費無料

■海外旅行保険＊ 最高5,000万円

GTCメンバーズカード会員の方は、
ゴールドカード年会費のご負担はございません。
＊

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。
＊

■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。

■空港ラウンジサービス

■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。

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 ＊保険・ショッピングセイバーについての詳細は、
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。 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。

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。

お問い合せ先

学校生協 蕁0800-2000-699 又は ㈱十六カード 蕁058-263-1116
3

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。
～生協だより冬号 でい ただいたお便りで す～

「今年の冬は…」

中津川は、
この冬は、
まだ積雪はあり
ません。タイヤは冬用に替えてありま
すが、
まだ役に立っていません。温暖化
の影響なのかと思いますが、だんだん
冬の風情もなくなってしまうようで……。
（でも、通勤には、たいへんありがたい
ことです。）
（中津川市 あすわんさん）

「美味しいかき氷 」

昨年、熊野古道のごく一部を歩きま
した。川湯温泉の民宿で若い語り部の
方に古道のみどころを教えて頂いたこ
と、急峻な神倉山にびびりながら登った
後、近くの氷屋さんでおいしーい青梅
シロップのかき氷を食べたことなど忘
れられません。今年はぜひ中辺路を歩
き通したい。そのため毎日腰痛防止の
ストレッチをがんばっています。
（可児市 のんちゃんさん）

「卒業式のお祝 」

いよいよ退職します。毎年卒業生の
ために作ってきた卒業式のコサージュ。
退職しても、
プレゼントを続けられたら
と思っています。
「
国から見守っていて」
（郡上郡
退職してから母が様々なボランティ
ヌマちゃんさん）
アをしています。老人施設の介護の補
助をしたり、近くにある地下道の掃除
をしたり、施設の食事を作るのを手伝
ったりしています。

私からすれば、
「ボランティアのしす
ぎでは」と思うのですが、
「家でじっと
しているより、
この方が楽しい」と言い
ます。友だちと連れ立って、あるいは一
人で、ボランティアに参加しているよう
です。
母がボランティアに精を出すのは、
父の影響だと思います。生前父も「余
生は人の役に立つことがしたい」と言
って、ボランティア活動に勤しんでいま
した。母もいっしょに参加していたので
すが、父が亡くなってからますますその
活動に力が入ったように思います。
「お父さんが天国から見ていてくれ
るはずだから」。
母のような生き方を、私も退職して
からできたらいいな、
と思っているとこ
ろです。
（八百津町 くうるさん）

「すべての子どもにチャンスを～世界の子どもたちの今とユニセフの支援活動」

開催日

参加費

2019「ユニセフパネル展＆支援物資の展示」 無料

場 みんなの森 ぎふメディアコスモス/みんなのギャラリー

2019年5月8日（水）～13日（月）9：00～21：00

パネル展示

長谷部誠大使がたどる

「ワクチンの旅」

アグネス大使
ウクライナ訪問
「忘れられた紛争
～光の当たらない
子どもたち」

◆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。

※チラシ・カタログごとに締め切り日が設定されています。締め切り日が過ぎてのご注文はお受けできませんので、ご注意ください。

注文専用フリーFAX

0120-72-9520

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。京都西川（寝具）も取り扱いしています。
◆宝飾品…（株）TASAKI及び（株）ヤマチ、アンズと提携しています。
展示会・ツアー
◆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。
呉服・宝石・家具の展示会を行っています。
◆家具…カリモク家具と提携。
まずは、商品を知ってください。
◆電化製品…エディオンと提携。
（下記をご覧ください）
※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。
◆美術品…節句人形、掛け軸、書物など、
メンテナンスもOK。

各種「ガソリンカード」がご利用できます!!

ユニセフ募金の

◆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。

各指定店、各種店舗（特約店）にてご利用が
できます!!

ご協力ありがとう
ございました。
全員利用運動
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 から感 謝
状 が 届 き まし
たので、ご報告
致します。

新築・増改築・営繕がお得にご利用できます!!

たくさんのお 便りありがとうございました。

会

共同購入・宅配で職場や自宅から商品が購入できます。

◆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）。
◆AOKI…販売総額より、10％割引。オンラインショッピングも10％割引。
◆ヒマラヤ…店頭価格より5％割引。
◆そのほか メガネスーパー、シダックス、かしこ
（墓石）など

天

for every child

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。

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。
◆新築の場合建物本体価格の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。
◆サンヨーホームズ、穴吹工務店、ダイワハウスの分譲マンション
（日本
国内）は1％の値引き。
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。

主催：岐阜県ユニセフ協会
共催：岐阜市
「ユニセフによる戦後日本の
子どもたちへの支援」
～ご存知ですか？あの頃の日本

狡日本ユニセフ協会/2018/S.Taura

岐阜市人権啓発センター作成
「人権まんが」も同時展示

提携メーカー（2019.2月現在）旭化成、一条工務店、新和建設、住友林業、セキスイハイム、積水ハウス、ダイワハウス、
トヨタホーム、パナホーム、ミサワホームなど（一部割引適用外のメーカーがございます）

組合員特価にて
家電のことなら、まずは 学校生協にお電話ください。 ご提供しております
お問い合せ・ご注文

組合員様

家電商品の①メーカー
②型番 ③商品名・色など

商品の手配

学校生協

見積もり（組合員価格）

組合員価格で
ご了承されて
からの手配に
なります。

※エディオン店頭では組合員
価格での購入はできません。

エディオン

お近くのエディオンより直接納品。取付工事も安心。
・アフター（保証）やポイントは一般の方と同じ取り扱いです。
・年会費無料のあんしん保証カードもございます。
・エディオンカードご入会は、最寄のエディオン店舗にてお願いします。
4

このページのお問い合せは、事業課

お支払いは、岐阜県教職員事務センター
登録口座より引落しになります。
分割支払いも可能です。

まで。
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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？

★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」、
「私の職場にて」、
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。

1
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18
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★ご意見・質問のお便りも受け付けています。

14
F

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。

4

簡単な説明文を添えてお送りください。

5

●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。

13

1 オシドリもクジャクも、こちらの方が羽根が
派手
2 はきはきとした――で対応する
3 これで水をすくうのは難しい
4 ムードともいいます
5 何かを指し示すのに使う記号
7 ――は死して皮を残す
9 円形の胴の弦楽器。米国のカントリー音楽や
ジャズに使う
10 レジで渡される紙切れ
11 エジプトの南方にある国。首都はハルツーム
14 地面に打ち込む
16 岐阜県は、旧国名でいうと美濃と――
17 キネとともに使う

E

12

16

19
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9

「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。

☆ ★ ☆ ★ 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 5月15日（水）
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。
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A

チャンピオンが就くもの
口からの息で飛ばす武器
骨組みのこと。競技用のソリの名前にもある
ともに実力を競い、切磋琢磨して高め合うよ
うな人
サラダでおなじみ、シャキシャキした葉野菜
カビやキノコがのばすもの
握手のことを――ハンドともいう
比例――制 ――取締役
亜鉛メッキの鉄板。――屋根
12個で1――

No.169の答え

当選者は次の方々です（敬称略）
おめでとうございます

［13］
でした。
正解者は
78名
たくさんのご応募ありがとうございました。

杉山有紗子（岐阜小学校）
市橋貴久彦（精華中学校）
水谷 泰彦（羽島中学校）
新井 良子（岩滝中学校）
加納 玲子（泉中学校）
上野 仁子（関特別支援学校）
山口美智子（退職組合員）
遠藤 富子（退職組合員）
早川佳保里（退職組合員）
野久 康明（退職組合員）

学校生協

6

7

2018年度

第 3回

商品 委員会 開催
9月29日（土）学校生協会議室にて
1月19日

2018年度第3回商品委員会を1月19日（土）、学校生協
会館会議室にて開催しました。会議では、全員利用運動の
結果報告、春に向けての変更点の説明、全員利用運動おす
すめ商品の試食を行いました。

美味しかったと評判だった商品

2

宇治抹茶と国産の丹波黒種黒豆が
調和したパウンドケーキ

1

商品委員会3年目が終わりました。毎回活
発な意見が出ます。先生方によりよいもの
を、利用していただきたいという気持ちで、
学校生協の職員の皆様ががんばってみえ
ることがよく分かりました。ありがとうご
ざいました。
（掲載商品の）千葉半立の落
花生を氷温貯蔵することでうまみ成分が
増すというこだわりをきき、実際に試食す
ると、ぜひ、利用したいという気持ちが強
くなりました。
神岡小学校 林富志子委員

玉露のまろやかな旨みを
活かした「玉露ワッフル」です

マネケン 玉露ワッフル
規格：6個/箱 賞味期間：45日
ア 小麦、
■
卵、乳

3
小川珈琲パウンドケーキ
抹茶と黒豆
規格：1個/箱 賞味期間：90日
ア 小麦、
■
卵、乳

太もずくの食感を
楽しめる即席スープです

注文できる商品のコメントがチラシにのっ
ているといいかなと思います。ガッコープ
のチラシをこちらで作っているなら、ちょ
っとのせる商品が少なくなるかもしれな
いけど、宣伝になるのかなと思います。
帷子小学校 廣瀬佳世子委員

沖縄太もずくスープ

焼ほたて貝ひも
規格：5g×20/フードパック
ア なし
賞味期間：180日 ■

「水温…落花生」千葉県産の落花生なので、
安心して食べられます。商品説明で教え
て頂けたように「千葉半立」という種類は
コクがあり、甘味の多い品種でとってもお
いしかったです。おススメです！
谷汲小学校 岩間美保委員

今日も一日がんばった自分へのごほうびは、
冷たいビールとちょっと贅沢なこの「俺の
贅沢やわらか焼いか」をぜひおすすめし
ます。一夜干しのイカのようなおいしさで
すよ！
和良小学校 日置正人委員

昨今のフリーズドライ技術は凄い！忙しい
時に重宝しています。スクールプランニン
グノートの別冊が使いやすくておすすめ
です。
下羽栗小学校 田辺美由起委員

生協の商品は、とてもおいしくて、安心し
て食べられます。同じ商品をよく注文しま
すが、目先を変えて、いろいろ注文すると、
新たな発見があって楽しいですね。
春日小学校 内田恵美子委員

生協の商品はお子様のおやつにも安心し
て食べさせることのできるものばかりです。
我が家でも生協のおやつは子どもたちに
大人気です。もちろん大人たちにも大人
気です。
旭ヶ丘中学校 永田直紀委員

いろいろな商品委員さんたちの話を聞いて、
「DCカードはお得だよ。」や「（正月用品
のチラシに載っている）数の子は、おいし
いからおすすめだよ。」ということが分か
りました。もっと学校生協のよさを知って
いきたいと思いました。
柳津小学校 澤田理紗委員

今回もそれぞれこだわりのある食品でした。
玉露ワッフルは小豆のアクセントと黒糖の
シャリっと感が上品にも感じられました。
いもころは、ありそうでないさつまいもの
甘味をおさえた食べやすいものでした。
長良西小学校 白石直矢委員

国内産ほたて貝ひもを味付けし
じっくり焼き上げました

規格：3食（152.4g）
×2袋/袋
ア 小麦
賞味期間：180日 ■

少し値段が…と思う商品もありますが、そ
の分とてもおいしくて、買ってよかったと
思います。国内産にこだわり、安心して食
べられるおやつは、ぜひ子どもや孫にも
伝えたくなります。みそ汁やスープ類もど
んどんおいしくなってきているので、いろ
いろためしてみたいと思います。
各務原中央中学校 石垣敦子委員

今回もおいしい商品ばかりで選ぶのに苦
労しました。マカダミアチーズナッツは濃
厚なフリーズドライチーズとナッツのバラ
ンスがよいおいしいおかしです。放課後
の職員室でおいしく食べられるのでオス
スメです。
興文中学校 寒田敬子委員長

3

太もずくはカロリーも低いですが、それで
も味はしっかりしているのでお腹は満足
します。七味を入れたらさらにおいしくな
りました。合うんですね。
坂祝中学校 旗屋修子委員

商品委員会に参加させていただき、生協
が「安心・安全」と買い手の気もちをとて
も考えて商品を選んでいることがとても
つたわってきます。被災者支援にも一役
かっていたり、多くの人や土地と繋がって
いることをひしひしと感じました。この思
いを多くの人に知ってもらいたいです。
岐阜北高校 川田由美子委員

原材料や味つけにこだわった食品が多い
ので、安心して利用できるのが、生協の強
みだと思います。私のおすすめは、
「食塩
無添加ミックスナッツ」。全員利用のとき
などには、必ず注文しています。小腹がす
いたときおすすめです。
神岡小学校 渡邉洋子委員

安心・安全でおいしい商品がたくさんある
ことを知りました。試食はどれもおいしく
いただきました。特に、沖縄太もずくスー
プがおいしかったです。次回、購入したい
と思います。
西小学校（高山市） 荒井崇宏委員

どの商品もおいしく、ベスト3を選ぶとき、
迷ってしまいました。
「焼ほたて貝ひも」
は噛めば噛むほど味が出ておいしかった
です。
「沖縄太もずくスープ」や「オニオン
グラタンスープ」などのスープ類もおすす
めです。
東小学校（大野町） 野田久江委員

「俺のぜいたくやわらか焼いか」やわらか
くて、するめより食べやすい。ずーっと旨
味がつづいて、カスカスにならない。あと
ひくお味。
「いもころ」ザクザクしてて甘
味も感じておいしい。
「ワッフル」玉露の
いい香りが強くて、お茶にもコーヒーにも
合いそう。
「オニオングラタンスープ」ス
ープをパンにつけながらでも、パンをスー
プにつけても。サクサクで食べても、フニ
ャフニャでもおいしい。
「もずくスープ」と
ろみが強いのがいい感じです。
美山小学校 大野栄美子委員

それぞれの商品に、生産者や販売者のこ
だわりや思い、それを楽しんでおられる先
生方がみえることがよく分かりました。今
まで、先生方に教えてもらったおススメの
商品以外にもたくさんの「自分の」おスス
メが隠れていることが分かりました。あな
たも「自分の」おススメ、見つけてみませ
んか？
北小学校 中畑祐大

「春の全員利用運動」地区利用状況
地

区

利用人数

地

供給金額(千円）

271
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多

見
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476

阜

319

698

恵

那

275

501

西

濃
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飛
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美

濃
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退 職 継 続

89

410

可

茂
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728

教 委 会 等

50

119

3,031

6,026

合
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ご協力有難うございました。
供給金額(千円）

市

阜

治

利用人数

岐

岐
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区

計

〒500-8268 岐阜市茜部菱野4丁目103番地

全員利用運動、

ご利用ご協力
ありがとうございます。
来年度も引き続き、
よろしくお願いします。

TEL（058）272-9511（代表） http://www.gifugaku.jp
発行人／村上
E-mail info@gifugaku.jp
FAX（058）272-9515

達也 再生紙を使用しています

