岐阜県学校生活協同組合
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「誠実に、
こころ豊かに、
関商工高等学校 快活で魅力あふれる人になろう」

昭和18年（1943年）創立された、全
国でも数少ない商業科と工業科併設
の専門高校です。
校訓である「至誠明朗」の精神を胸に、
技を磨き、人とのつながりを重んずる
実学を通じて、社会生活に貢献する「地
域社会人」を目指して活動しています。
【工業棟】

【商業棟】

・体育祭では、恒例の部活動対
抗リレー競技が行われます。
白熱したレース展開に、グラ
ウンドの盛り上がりは最高潮
に達します。
・特長ある各学科の活動

エコランカー大会
（機械科）

ものづくりコンテスト＝メカトロニクス部門＝
（電子機械科）

古民家カフェ協働運営
（総合ビジネス科）

ドローン測量
（建設工学科）

・相互に多様性を理解し、積極
的に海外校や特別支援校と
交流する活動を積み重ねて
います。

関特別支援学校との共同学習（藍染、陶芸授業）

台湾・景文高校との学校間交流活動

・模擬株式会社「Seki Shoko
Company」を立ち上げ、工業・
商業の専門的な知識や技能
を生かして、全校を挙げて地
域貢献活動に取り組んでい
ます。
株主総会の様子

ぎふ道の駅めぐり
季節の花図鑑

刃物まつり出店販売

第2回理事会報告／地区代表者会／グループ保険のご案内
プレゼント付感謝セール／ゴルフ報告／ユニセフ

わくわくものづくり広場

商品委員会報告
組合員のひろば・ご意見／東和ユウ保険グループ

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

学 校 生 協 今 と こ れ か ら
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。

清流と特産品の味わい満喫「南飛騨小坂はなもも」
住 所 下呂市小坂町赤沼田811-1 TEL

0576-62-1010

https://hida-osaka.jp/cominfo.html?an=hanamomo 定休日 無休

HP

第2回

理事会報告

2019年度4月〜6月の組織・経営・事業・連帯社会貢献について

★

1 組織・経営課題
第1四半期（6/20現在）の加入者は306名で、組合員総数は、18,021名（前年同期
17,974名、47名増）
となりました。新採者の加入数は、3ヶ月累計で、247名（加入率
36.3%）でした。第1四半期（4〜6月）の経常剰余金は、81万円の欠損となりました。
これは、計画46万円の経常剰余金に対し、127万円の減となりました。しかし、前年
度は180万円の損失でしたので、前年より99万円改善することが出来ました。

営業時間 売店 8：00〜16：00（11月〜3月は15：30まで）・喫茶 8：00〜15：00（11月〜3月は14：30まで）
アクセス 東海環状自動車道・美濃加茂ICから国道41号線、県道437号線（飛騨御岳はなもも街道）経由で約87km

清流・小坂川のほとりにたたずむ「南飛騨小坂はなもも」。岐阜の宝物第1号に認定さ
れた「小坂の滝めぐり」や、飛騨小坂温泉郷の玄関口でもある道の駅です。
売店には新鮮野菜や農産物加工品、お菓子、手作り
小物など、地元の特産品がいっぱい。中でも注目は、

2 事業・連帯社会貢献課題

道の駅併設の農産物加工場で製造した商品。5等級
の飛騨牛や飛騨産の完熟トマトを使用した、
うまみた
▲自然に抱かれたコテージ風の建物

っぷりの「飛騨牛カレー」
「飛騨牛と完熟トマトのカレ
ー」は、人気の定番。下呂市特産「なっとく豚」を使用
した自家製チャーシュー入り「トンでるカレー」もお
すすめです。そしてもう一つ、見逃せないのが「鉱泉

▲道の駅のオリジナルカレーは3種類

粥（がゆ）」。飛騨産のコシヒカリを、
日帰り温泉施設「ひ
めしゃがの湯」の飲用炭酸泉で炊きあげたもの。白米、
っくらしたお粥は、ほかにはない味わいです。
屋台では、
しょうゆを塗って焼いた素朴な「みだら
し団子」や、飛騨産のエゴマのタレを使った五平餅が
かぐわしい香りを漂わせ、ハイシーズンには行列がで
きるほどの人気。喫茶では朝10時半まで、飲み物代

▲炭酸泉でコシヒカリを炊いた「鉱泉粥」

だけでモーニングを提供。ピザトーストや鉱泉粥、デ
ザートもついたお得なサービスです。食事メニュー
は飛騨牛カレーや鉱泉粥定食のほか、小坂産の自然
▲農産物や加工品など地元特産品が並ぶ

薯（じねんじょ）を使ったとろろ定食、タレに漬け込ん
だ小坂産ニンニクを使った「にんにくチャーハン」など、
▲しょうゆが香ばしい「みだらし団子」

秋には周辺が美しく紅葉。春には川沿いのハナモモが赤、白、
ピンクと華やかに咲き誇
り、多くの来訪者でにぎわいます。四季折々の楽しみあふれる道の駅です。
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小坂小学校
飛騨小坂駅
小坂郵便局

41

小坂中学校

●

▲飲み物代のみでおいしいモーニング

飛騨御岳
はなもも街道

437

★
道の駅 南飛騨小坂はなもも

「ナデシコ」
〜可憐さに凜とした強さを秘めて〜
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・10月〜12月の3ヶ月間を「秋の生協強化月間」とします。
・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。
・「全員利用運動」
ハーベスト、ハーベストneoの10月号・11月号・12月号及びオリジナル版で取り組み、利用者の拡大、供給増を図ります。
総供給額の1%をユニセフに募金します。
・「プレゼント付セール」
（利用額に応じて応募券を発行）
指定店協力会の取組み（巡回・代行・特約店含む）は、2019年8月21日〜12月20日で取り組みます。指定店自動車整備
工場会は取組み期間を変更し、2020年1月21日〜3月20日で行ないます。
・「第35回飛騨地区虹のフェア」を開催します（10月26日土曜日11：00〜16：30・マウントエース）。

2019年度

地元ならではの味が堪能できます。また、毎週水曜日（変更あり）は女性サービスデー。
喫茶で飲食した女性には、
ミニデザートをサービスしています。

総供給高は、1億659万円となり、計画比100.0%、前年比103.1%となりました。
自主供給（共同購入・宅配・巡回・展示会など）は、2,797万円で、計画比111.1%、前年比114.4%となりました。斡旋供給
（指定店・代行・ガソリンなど）は、7,863万円で、計画比96.6%、前年比99.7%となりました。その他事業収入合計は、3,393
万円で、その内の保険手数料は2,415万円でした。
連帯や社会貢献として学校生協は岐阜県ユニセフ協会の活動に参加しています。また2017年10月に締結された東京
海上日動火災㈱と岐阜県教育委員会との連携協定において学校生協が一定の役割を担っています。小学校高学年を中
心とする「ぼうさい授業」は25校、中学校高校の「自転車安全運転授業」は16校の実施予定です。

2019年度「秋の生協強化月間」について

玄米、発芽玄米と3種類あり、ほのかに温泉が香るふ
▲春にはハナモモが美しく咲き誇る

8月5日（月）13：30〜 学校生協会館にて

▲カレーにはサラダとスープが付く

近年はサッカー女子日本代表チーム名として有名ですが、
ナデシコ
は日本人が昔から愛してきた花。万葉集や枕草子にも登場し、秋の
七草にも入っています。
「撫でし子」が名前の由来と言われ、撫でたく
なるほど可憐。清楚な美しさを女性に重ねて日本女性を表すようにな
ったという説もあります。大和撫子のイメージは時代遅れの感がありま
すが、植物としてのナデシコは意外と強く、場所を選ばず育つ多年草。
古くから世界各地に分布し、種類豊富で、
カーネーションもナデシコか
ら改良されたものです。か弱そうに見えて、実はたくましく、
さまざまに進
化・発展している姿は、現代の日本女性にもぴったりかもしれません。

地区代表者会について

地区代表者会は、学校生協の状況や計画及び
商品紹介など生協担当者にご理解をいただき、今
年度の計画に向けご協力をいただく会議です。参
加者数は356人でした。今年も取引商社による講
演をおこまいました。
（㈱一条工務店 岐阜市・西濃・美濃・恵那、㈱新和
建設 岐阜・可茂・多治見・飛騨 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 場 所
開催日
参加者数
7/ 8（月）岐 阜 産 業 会 館 32
7/29（月）岐 南 町 中 央 公 民 館 40
7/ 9（火）大 垣 市 情 報 工 房 67
7/16（火）美 濃 市 中 央 公 民 館 54
7/16（火）美濃加茂市生涯学習センター 54
7/10（水）土岐市産業文化振興センター 36
7/18（木）中 津 川 市「 ち こ り 村 」 39
7/ 8（月）飛騨世界生活文化センター 34
合 計
356

参加率%
31.7
47.6
53.6
72.0
76.1
67.9
61.9
46.6
55.2

学校生協がお届けする助け合いの制度（退職後の制度等を拡充しました。）
募集期間

11月5日（火）〜12月13日（金）

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の皆様に

学校生協グループ保険
【事務幹事会社 明治安田生命 中部公法人部】

今年も一斉募集の時期が来ました
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2019年度

岐阜県学校生協・指定店協力会

2019年度
「プレゼントつきセール」
毎月、抽選で50名様へ「被災地の名産品」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 ● 2019年8月21日〜12月20日（4ヶ月間） 賞
品 ● 10月、11月、12月、1月の各上旬にお届け
応募券進呈 ● 3,000円以上のご利用者（利用額に応じて）
当選発表 ● 賞品のお届けをもってかえます。

各月のプレゼント紹介
熊本城復興祈念カレー3個セット

9月

利用期間 8/21〜9/20

10月

10月お届け

詳しくは学校生協又は各指定店にお尋ねください。

岩谷堂羊羹 中型 5本入
利用期間 9/21〜10/20

いろいろな味が楽しめる厚
みも大きさも手頃なサイズ
の詰め合わせです。回進堂
の羊羹は「こがす」と表現
するほど高い 熱をかけて
煉り上げているので、水分
が少なく、コシが強い独特
の食感と、なんともコクの
ある味わいに仕上がります。
内容量：黒煉・くるみ・本煉・
ごま・しお 各1本。岩手県

ト
12月 乾麺セッ
利用期間 11/21〜12/20

赤＆青しそドレッシング（熊本産しそ）
デコポン火の国ぽん酢（九州産デコポン）
ゆず玉葱ドレッシング（九州産ゆず）
160ml各×1P

2019年度
岐阜県学校生協指定店協力会主催

第26回学校生協組合員

『ゴルフコンペ』
の実施報告

き

ところ

す
雨天開催しま

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！
催し
コーナー

作って遊ぼうコーナー
バルーンアート
牛乳パックの工作
ぶんぶんこま・ユニークこま

チャリティーゲーム
全額ユニセフ募金になります。

☆わなげゲーム
☆ミカンつかみゲーム

同 時 第41回（2019年度）ユニセフハンド・イン・ハンド募金活動
10時から14時の間の都合のいい時間で、
開催
募金活動ができる方は岐阜県ユニセフ協会までご連絡ください。

ボランティア
募集中！

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）
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1
日向夏ジュース
日向夏ジュース

防災用灯
（ケース入）
防災用灯 Mgライト
Mgライト
（ケース入）

3

2
やわらか干し梅
種抜き
やわらか干し梅 種抜き
かむかむレモンや学校生協オリジナル
つゆ・昆布しょうゆなど、やっぱり口コミだ
なぁ〜と実感しました。
瑞穂南小 三浦紗知子委員

マネケンのワッフルは、クッキーの食感
なのかサクサクした所が夏でももったりし
ない軽い感じが食べやすい。。。期間限定
なのでマネケンファンは見逃せません
伊自良中 大野栄美子委員

ユニセフ 子どもの広場 2019
2019年11月9日（土）10：00〜14：00
参加費なし

《出演》
☆岐阜大学ジャグリングサークル《Juggrass》
1回目10：30〜
2回目11：15〜
☆岐阜大学アカペラサークル《GiftBox》
1回目10：50〜
2回目11：40〜
☆ギター弾きがたり 演奏

学校生協会議室にて

2019年度の商品委員会を上記日時に開催しました。今年度は和良小学校
日置正人委員長、足近小学校 大橋由美副委員長その他22名の委員で始
めています。
高等学校からも2校3名の先生方に参加いただきます。学校生協の現状を知
っていただき、今後に向けて貴重な意見を頂いています。

新しく委員になられた方の新鮮な意見
や提案もあり、どうしたらより多くの皆さ
んに学校生協の事を知ってもらえるのか
など、これまで以上に活発に意見交換出
来ました。美味しく安全な食品や様々な
サービスの取り扱いがあるので、まずは知
っていただく事が大切だと思いました。
長良西小 白石直矢委員

毎年恒例の『ゴルフコンペ』が
8月13日、岐阜セントフィール
ド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。

JR岐阜駅北口2階 杜の架け橋

6月15日（土）13：00から17：00

様々な校種の方が集まり、色々な意見
が聞ける場はとても良いと思います。学
校生協の輪が更に広がる事を期待します。
興文中 寒田敬子委員

薄味で孫にも食べさせられるゼリーや
ストレートジュースがあるのは、とてもう
れしいものです。お弁当に持っていけるス
ープもお手軽で使いやすいと思いました。
安心なものの種類が増え、色々利用した
いと思います。
各務原中央中 石垣敦子委員

3
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1月お届け

吟熟うどん250g：2袋/吟熟本挽きそ
ば250g：2袋
吟熟温麺100g×3：2袋/麺つゆ50g
×4：1箱
※各商品の小麦粉は宮城県産です。

岐阜県ユニセフ協会
設立8周年

と

ऀമ ЇЭӣ ӻާ

11月お届け

熊本県産銘柄鶏「肥後のうまか
赤鶏」の手羽先丸ごと1本、
カレ
ールーも地元の酒造メーカー
瑞鷹の「東肥赤酒」使用してお
ります。地元熊本県ならではカ
レーに仕上げました。商品名は
熊本城復興祈念カレーと名付
けました。

ト「凛」
11月 ドレッシング3本セッ
利用期間 10/21〜11/20 12月お届け

第 1回

ミニオンズ
ミニオンズ
木製ごほうび
木製ごほうび
スタンプ
スタンプ

吉野家
牛すい
吉野家 牛すい

世界の国旗カード100
世界の国旗カード100

体に優しく、味もよい。お値段が高いと
思うものもありますが、原材料や生産過
程の手間を考えると納得の商品ばかりで
した。ベスト3に絞りきれない物ばかりで
した。
揖斐八幡小 竹中公香委員

商品委員会を通じて、普段手に取らな
いような商品を知る事ができて面白いです。
校種や年齢の違う先生方との交流が楽し
いです。この委員会で得た情報を他の先
生にも広められたらと思います。
岐阜北高 塚腰希里委員

学校生協でしか買えない、安全で美味
しい商品ばかりです。どの商品も安全第
一で、味もとてもよい。
大和小 高橋恵子委員

食品や雑貨を試すだけでなく、生協初
心者からベテランまで、素直な意見を言え
れる会だなと思いました。同僚の先生方に、
学校生協をアピールしようと思います。
第二中 菰田貴子委員

商品委員会では、委員のおすすめ商品
を交流します。安心安全で間違いのない
ものの情報を得る事ができます。ガッコー
プチラシにも紹介していけたらいいなと
思います。
和良小 日置正人委員長

学校生協で取り扱っている商品には、1つ
ずつこだわりがあることを知りました。試
食して『美味しい！』と思った商品がいくつ
もありました。ちょっと値段が高くてなか
なか…と思っていましたが、味を知ってな
るほどなと感じました。普段は買わないけ
ど…という商品にチャレンジするのも良い
と思いました。
宮川小 上山諒委員

美味しい商品がたくさん！まずは、みなさ
ん1つ買ってみてくださいね。
足近小 大橋由美副委員長

学校生協の商品は、安心安全の商品ば
かりです。小さなお子様のいるご家庭でも、
家族みんなで楽しむ事ができます。ぜひ、
お試しくださいね。
旭ヶ丘中 永田直紀委員

すぐに手に入るというスピード感に慣れ
てしまうと、本当に良い物を学校生協で注
文して使用する事が、縁遠くなってしまい
ます。本来の商品流通は、自主・協同・互助
でつくっていかなければと色々考えました。
職場でも広めていきたいです。
岐山高 岩佐恭子委員

2年ぶりに商品委員会へ復活しました。
相変わらずに活発な意見が飛び交ってい
ました。13種類試食しましたが、どれも美
味しく順位をつけるのが大変でした。そ
の中でも、日向夏ジュースはストレート果
汁100%でさっぱり！美味しいですよ！
泉小 小木曽瑞枝委員

こだわりのある美味しい商品ばかりで
した。フリーズドライ等学校生協でしか買
う事が出来ない商品も多くありますので、
色々試してみてはどうですか？
赤坂中 阿部隼門委員

黒ごまペースト→胡麻和え、玉ねぎスー
プ→炒飯等、色々な用途があると教えて
もらい、
『なるほど！』と思いました。
蘇原中 林幸恵委員

チラシを見ると食品に目が行きがちで
すが、雑貨も色々な種類があることがあ
らためて分かりました。学校現場で働く、
私達が『あると便利！』と感じるものが、た
くさん揃えられていてありがたいです。
柳津小 澤田理紗委員

食塩無添加素焼きミックスナッツは、い
つも我が家に買い置きしています。ちょっ
としたおつまみに、柿の種等と混ぜて食
べたりして楽しんでいます。
神岡小 渡邉洋子委員

「2019年度夏の全員利用運動」地区利用状況
区

利用人数

供給金額（千円）

地

市

230

641

多

岐

阜

293

692

西

濃

592

1,200

美

濃

415

950

可

茂

421

952

地
岐

阜

区

供給金額（千円）

見

333

恵

那

280

656

飛

騨

595

1,199

教 委 会 等

39

102

退 職 継 続

108

628

2,983

7,751

合

治

利用人数

計

731

ご協力有難うございました。

引き続き、2019秋も
全員利用運動を
是非ご利用ください。

5

あたま の 体 操

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。
〜生協だより夏号 でい ただいたお便りで す〜

「夫に感謝」

「私の健康法」

突然主人を亡くし、
ボーッとしている今日。
いろいろの事がありま
したが、一番に思い出
される事は、どんな時
でも二人でいっしょに、
いろいろの 事を 行 え
た事。亡くなってみて、
こんなに私のために、
やっていてくれたんだと知った時では、
おそ
すぎました。今思えば、
なかなか「ありがとう」
が言えなかった私。後悔ばかりです。やはり
亡くなった後にわかるといいますが、本当で
すね。
（岐阜市 メイさん）

最近、妻がウオーキングを始めました。話
を聞くと、ショッピングモールの中を歩くと
いうのです。建物の構造上、長いショッピン
グモールの中を何往復もするだけで日差し
も気にせずいい運動になるのだそうです。
ダイエットになるからと言われ、わたしも妻
と休日に挑戦しました。確かにいい運動に
はなりました。が、
しかし、妻は、気になるお
店にいくつも立ち寄るのでなかなか進みま
せん。終わった後には、
カフェタイム。ダイエ
ットには、
いまだになっていませんが、楽しい
週末を二人で過ごしています。
（揖斐郡 健康パパさん）

組合員の皆様からの

オススメ商品

ガッコープチラシで掲載中!
大垣市「炭酸水よりソーダ水さん」オススメ商品

学校生協オリジナル昆布しょうゆ
しょうゆの中に昆布
がそのまま入っていて、
とてもまろやかない〜
い味が出てます。昆布
のうまみが一緒に味わ
えるので我が家では毎
日 の 食 卓に欠か せ な
い一品となっています。2本組で手軽
に買えるのもうれしいです。

加茂郡「つっち〜さん」オススメ商品

「季節の花図鑑」
「浴後の美人」というたおやかな花言葉
と宵待草という名前を夢二が歌詞に用いた
ということを初めて知りました。季節の花図
鑑を読んで、その宵待草を校内で発見。は
かなげな黄色い花をしみじみとながめてし
まいました。
（美濃加茂市 ロシアンさん）

喫茶店の銀皿ナポリタンソース
昔 懐 かしい 喫 茶 店
のナポリタンを家で味
わえます。玉ねぎ、ピ
ーマン、ウインナーを
いため、ナポリタンソ
ース。家族に好評です。

たくさんのお 便りありがとうございました。

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？

★組合員のひろば投稿

是非
お試し下さい!!

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。
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★ご意見・質問のお便りも受け付けています。

18

事件が未解決のままになること
フランス語で菓子。――・ショコラはチョコケーキ
滑り止めのために刻まれていることも
――は小説よりも奇なり
仕事用のをカバンに入れて通勤している人もいます
季節ごとのこれのたびにタンスを整理する人
もいます
――ほど願って針ほどかなう
他人の懐中を狙う不届き者
鍋物の具にもよく使われます
カメラの調子がいまいちで――が悪い
縄文―― 弥生――

A

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。

5

簡単な説明文を添えてお送りください。

6

●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。

14
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「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 11月1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。
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自由の――像は、ニューヨーク市のシンボル
公認賭博施設
茶わんや湯飲みの下面にある、突き出た輪状のもの
グラム記号に用いるアルファベット
マスター―― ――ホルダー
工場で働いたり、人間をサポートしたりするも
のもあります
土俵上で闘います
ほかのものに付いたニオイ
色は「真っ赤」かな？
辞書で言葉の――を調べた
宵越しの金を持たないと言われる人
メドレー―― スウェーデン―― バケツ――
首も足もとても長い動物

No.171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

［9］
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。

酒井 亮太（白山小学校）
橋本 多鶴（坂内小学校）
武藤 哲文（大和西小学校）
各務 智美（御嵩小学校）
鈴木 裕子（大井小学校）
桑原 昌夫（西部中学校）
前山 卓也（中山中学校）
奥村 典夫（県岐阜商業高等学校）
名和 智子（退職組合員）
政井貴代美（退職組合員）

学校生協

6

7

2019年度

秋の生協強化月間

秋の
『全員利用運動』
のお知らせ
〜供給金額の1%をユニセフへ募金します〜
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。
431校（前年476校）発生率66.3%（前年73.2%）の学校よりご利用いただきました。
今回も引き続きのご利用・ご参加をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。

秋の
『全員利用運動』
の取組み
ハーベスト、ハーベスト・ネオの10月号・11月号・12月号及びオ
リジナル版を「秋の全員利用運動」として取り組み、その利用率を
大幅に高め（新たな利用者の拡大）、合わせて供給増を図ります。
・目 標：利用者数 7,000人（組合員数の約40%）
供給高
2,300万円
上記チラシは初回回覧用のチラシです。
・対象チラシ及び展開日程
内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

展開チラシ名

チラシ着日

ハーベスト10月号
ハーベストネオ10月号
オリジナル版（酒類）

10月 3日（木）

ハーベスト11月号
ハーベストネオ11月号

10月31日（木）

ハーベスト12月号
ハーベストネオ12月号

11月28日（木）

注文締切日

商品お届け日

10月11日（金）

10月24日（木）

10月18日（金）

10月31日（木）

11月 8日（金）

11月21日（木）

11月15日（金）

11月28日（木）

12月 6日（金）

12月19日（木）

12月13日（金）

12月26日（木）

・プレゼント：条件達成の学校には、
「人気食品詰合せ」を送ります。
（2020年1月の発送予定）
条件

・組合員の80%以上の利用又は20人以上の利用の所属。
・学校以外の所属で、組合員が5人以下の場合は対象外。

※全員利用運動のチラシは、回覧注文書を同封して各学校へお送りいたします。
※チラシごとに、取扱商品（季節商品・目玉商品等）や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。締め切り後のご利用は、別途送料がかかります。
※退職組合員の方へは、通常の配布のみとなります。

第 34 回 飛 騨 地 区

関逸品展
〜きもの・ジュエリー他〜
開催日
会

10月19日（土）〜20日（日）

場 アピセ関（関市）

ジュエリー
のご相談

初めての着物相談会

お食事会・同窓会・お花見等、
きものデビュ
ーしたい方の相談会です。お母様から譲っ
お見積り ていただいたりした着物の種類、TPO、コー
リフォーム 無料!! ディネート等もお気軽にご相談下さい。

虹のフェア
開催日

10月26日（土） 場 所 マウントエース
11：00〜16：30

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。

このページのお問い合せは、事業課
8
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〒500-8268 岐阜市茜部菱野4丁目103番地

高山市問屋町３０-８９

まで。
TEL（058）272-9511（代表） http://www.gifugaku.jp
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E-mail info@gifugaku.jp
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