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すてきなくらし、応 援マガジン

ウシモツゴの飼育

美和の里での交流

ＰＴＡも参加したあいさつ運動

縦割り班による８の字跳び

　藍見小学校は、ユネスコの無形文化遺産に認定された
「美濃和紙」で知られる美濃市の南西部に位置し、周辺は、
清流長良川、誕生山を代表とする山々、広い田畑に囲まれ
た自然豊かな地域です。また、明治６年に開校し、今年で
１４６年の歴史と伝統を誇る学校です。

　本校では、『わかる・できる授業づくり（学びづくり）』
だけでなく、あいさつ活動や縦割り班活動等による「温か
い関わり」、絶滅危惧種であるウシモツゴの飼育等による
「自然や命を大切にする心の育成」、特別養護老人ホーム
（美和の里）での交流による「共に生きる心の育成」等に
力を入れた『心づくり』を大切にしています。



　４月から５月頃、枝先に数輪の漏斗型の花を咲かせるツツジは、公園や庭先で
よく見かける身近な花。丈夫で育てやすいので、街路樹や生け垣にも用いられま
す。アジアに広く分布し、日本の山野にも昔から数多くの野生種が自生。それら
をもとに品種改良が行なわれ、とくに江戸時代以降、数多くの園芸品種が作り
出されてました。今、目にするツツジが多種多様なのはそのため。ちなみに、サツキ
もツツジの仲間です。名前の由来は、花が連なって「つづいて」咲くからとも、花
が「つつ」形だからとも言われます。また、漢字の「躑躅」は「足を止める」という意
味で、それほど美しいとも。ツツジを見て思わず立ち止まったら、まさに文字通りと
いうことです。～思わず立ち止まる美しさ～

「 ツツジ 」

　薄紙のような花は、清楚にして華やか。朝に開いて夜にはしおれるはなさ

も手伝ってか、昔から美人の代名詞です。人に限らず、美の形容としても使

われ、富士山の別名にもなっています。なお、古くは芙蓉が蓮を指した場合

もあったとか。そこで、区別するために「木芙蓉」とも言われます。落葉低木

で、日当たりが良ければ手入れをしなくても枝を茂らせ、毎年、夏の暑い盛り

にも次 と々開花。また、茎の繊維は強靭で、地方によっては、かつて漁網や

鼻緒、籠などを編む材料として利用されました。繊細な花とは裏腹に、生命

力が強く、実用にもなるたくましい植物です。暑くても涼しい顔で咲くのは、そ
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道の駅めぐり 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。ぎふ

～地域の魅力あふれるオアシスへ～

隣接の公園でＢＢＱも満喫「夢さんさん谷汲」
住 所 TEL
営業時間

揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1741-6
定休日 火曜日

HP https://satoyama-bbq.jp/tanigumi/0585-56-3750
9:00～17:00（12月～３月は16:30まで）　谷汲食堂11:00～16:00（12月～３月は14:00まで）

アクセス モレラ岐阜から国道157号線、県道40号線経由で約14㎞

★

　揖斐川町の谷汲、久瀬、藤橋、坂内と本巣
市を結ぶ観光周遊ルート「西美濃夢回廊」に
位置する道の駅「夢さんさん谷汲」。広大な
緑地公園に隣接し、付近には谷汲華厳寺や
両界山横蔵寺があり、桜や紅葉の名所、歴
史や文化に親しむエリアの中心となってい
ます。

　物産館には地元で採れた新鮮な野菜、美濃いび茶な
ど揖斐川町の特産品や加工品、同道の駅の運営会社が
手掛けるソーセージやサンドイッチ、岐阜ジビエを使っ
た商品など、多彩に並びます。注目は、県産鹿肉のレト
ルトカレーやジャーキー。昨年秋から敷地内にある加工
場の稼働が本格化し、ソーセージなどの品ぞろえがさ
らに充実する予定です。
　食事は木の温もりが心地よい「谷汲食堂」へ。定番
は「中華そば」とギョーザ。チャーシューもギョーザも、
厳選された県産の豚肉を使った自家製で、そのふっく
らした味わいが人気を集めています。一口カツ定食や
ロースカツ定食もおすすめです。
　別棟の情報交流館では、ゆったりしたスペースで観
光情報などを公開。隣接する谷汲緑地公園には周囲を
一望できる休憩所があり、のんびり散策が楽しめます。
全国育樹祭などで皇室３代にわたってゆかりのある周
辺の森は、昨年秋に「揖斐すめらぎの森」と命名され、
広場に記念碑とさざれ石が置かれました。木製の子ど
も向けフィールドアスレチックも増設され、公園の魅力
が増しています。
　そんなロケーションの中、手ぶらでバーベキューを
満喫できるのが「里山ＢＢＱ」。国産豚肉や和牛、鹿肉やイノシシのソーセージなどの岐阜
ジビエ、地元産の新鮮な野菜ほか、安全でおいしい食材を１人分3,500円程度で堪能で
き、片付け不要。食材持ち込みプランやテントＢＢＱプランもあります。
自然の恵みを幅広く体感できる道の駅です。

▲森林に囲まれた道の駅

▲内装に木材を生かした谷汲食堂

▲名物の中華そばと自家製ギョーザ

▲県産の豚肉を使った一口カツ定食

▲新鮮な野菜から特産品まで多彩

▲鹿肉を使ったカレーやジャーキーなど

▲公園の一角でＢＢＱも楽しめる

▲子供向けアスレチックもある緑地公園



学校生協 第4回理事会報告 

　学校生協第4回理事会は、2月27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19次中期3ヵ年経営計画初年
度の第３四半期までが終了し、報告が行われました。経営数値は
前年に比べてわずかの減少となりました。

第１号議案　2019年度第3四半期までの組織状況・
　　　　　  経理報告・事業報告の承認に関する件

1.組織の状況 

2.損益の状況 

12月20日現在、新規加入者は548名（うち新規採用412名）ありました。退職等による脱退者が
484名あり、組合員数は17,843名（うち退職組合員2,964名）になりました。

事業総剰余金は、計画比95.2％（金額で687万円の減）前年同期比102.1％（金額で275万円の
増）の1億3,643万円になりました。事業経費は、計画比98.8％（金額で185万円の減）前年同期比
101.9％（金額で281万円の増）となりました。事業外損益（雑収入と受取利息配当金等の合計）
は昨年度に比べて約4万円減少し、経常剰余金は743万円の損失となりました。

第２号議案　2020年度事業計画概要の承認に関する件

第３号議案　「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」策定に関する件

第４号議案　役員選任及び総代選挙に関する件

第５号議案　全岐阜県生活協同組合連合会理事候補者推薦に関する件

第６号議案　新規加入組合員承認に関する件

第７号議案　退職者の加入承認に関する件

みんなの森 ぎふメディアコスモス/みんなのギャラリー

一人ひとりの子どもの権利のために一人ひとりの子どもの権利のために

2020年6月8日（月）～14日（日）9：00～21：00
主催：岐阜県ユニセフ協会　共催：岐阜市

①長谷部誠大使　ロヒンギャ難民キャンプ訪問 ～未来を切り拓くために～

②ようこそ、「チーム・ユニセフ」へ！ ～スポーツの力を、すべての子どもたちのために～
©日本ユニセフ協会/2019/tetsuya.tsuji ©日本ユニセフ協会/2019/tetsuya.tsuji

世界の現場から届いた子どもたちの様子を紹介します。

3



■海外旅行保険＊最高5,000万円
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。

■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。 

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

是非、ご加入をお願い致します!

学校生協
ってなあに？
学校生協
ってなあに？
学校生協
ってなあに？

　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。

■年会費無料
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。

■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
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
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。

 ＊保険・ショッピングセイバーについての
　詳細は、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。 

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。

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。  

～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
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。
※年度の事業状況により配当できない場合がございます。 

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。 
岐阜県学校生協の 
ホームページもご覧下さい。 http://www.gifugaku.jp/

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 

出資 

利用 運営 
学校生協 

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。

出資

●出資金は入会金や寄付ではなく、学校生協の
事業を支えるために一人ひとりが出し合う資
金です。
●出資金は一度お預かりするだけで、退職若しく
は脱退時まで組合員資格は有効です。（途中で
増資もできます）
●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。

学校生協と指定店、提携施設等の商品や
サービスが利用できます。 

利用 

●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、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。 
●学校生協が提携する指定店・提携店でお買い
物や保険の団体扱いがご利用頂けます。
●学校生協が提携する施設や店舗などが組合
員割引でご利用頂けます。
●学校生協で主催する各種イベントもご参加頂
けます。 

運営 学校生協は組合員の
声で運営されます。

●学校生協は出資してい
る組合員のもの。組合員
一人ひとりが運営者とし
て参加できます。
●組合員が意見や要望を
出し合って、事業に反映さ
せより良い組織づくりを目
指します。
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「組合員の事業利用と
　利用代金支払いに関する規則」について
　2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」は、2020年4月1日より施行されました。この法律により
学校生協では、定型約款や関係する規則等の策定や見直しを行いました。「組合員の事業利用と利用代金支払い
に関する規則」については、施行前にホームページでお知らせしましたが、再度組合員の皆さんにお知らせします。

組合員のみなさんへのお知らせ

岐阜県学校生活協同組合
組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則
（目的）
第１条　岐阜県学校生活協同組合（以下、「組合」と
いう。）の組合員及びその家族が、組合の事業を利
用することに関して以下のとおり定めると共に、利
用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。

（利用できる事業の範囲）
第２条　定款第６条第１項に定める組合員は、組合が
実施する全ての事業、指定店、特約店等を利用する
ことができる。
２　定款第６条第２項に定める組合員が利用できる事
業の範囲は、組合が、別途「退職組合員に関する規
程」及び「その他組合員に関する規程」に定めるも
のとする。　

（利用限度額）
第３条　定款第６条第１項組合員の１回あたりの利用
限度額を３０万円（税別）とする。ただし、現金扱
いは、除くものとする。
２　定款第６条第２項組合員の支払方法は１回払いの
みとし、利用限度額を３０万円（税別）とする。
３　組合員の家族については、１回あたりの利用限度
額を１０万円（税別）とする。
４　組合員及びその家族の合計利用限度額（１回払い
及び分割払いの合計金額）を１００万円（税別）と
する。
５　分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるとき
には、組合は、組合員への供給を見送ることができ
るものとする。
６　指定店、特約店等と直接決済する場合には、本条
の規定は適用しない。
７　団体契約カードでの利用限度額は、発行元の規定
に定める金額とする。
８　この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特
別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。

（支払方法）
第４条　組合員の利用代金支払いは、原則として岐阜
県教職員事務センター登録口座からの引き落としと
する。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振
込用紙にて支払うものとする。
２　分割払いの方法は、本規則第６条（分割払い）及
び第７条（分割手数料）に定める方法とする。

（支払回数）
第５条　支払回数は、原則として１回払いとするが、
組合の了解を得た場合は分割で支払うことができる。
２　口座引き落としの上限は、原則として１組合員あ
たり１５万円とし、これを超える場合は直接本人に
確認を行い、組合の判断にて支払方法の変更を組合
員に要請することができる。

（分割払い）
第６条　分割で支払う場合は、本規則第７条（分割手
数料）の回数に定めるところによるものとし、１回
あたりの支払金額は原則３，０００円以上とする。
なお、分割手数料は組合員負担とする。
２　月々の支払いは均等払いとし、端数の金額は初回
の支払金額で調整する。
３　増額月として、７月と１月の支払いは別途設定す
ることができる。
４　組合員が支払期限前に送金完済を希望した場合に
は、完済回数の手数料に変更する。

（分割手数料）
第7条　分割手数料は、別表分割手数料表によるもの
とする。

（債権譲渡の承諾）
第８条　組合員は、指定店または特約店等にて利用し
た代金が、組合に債権譲渡される場合があることを
予め承諾するものとする。

（換金、転売等の目的外利用の禁止）
第９条　組合員及びその家族は、換金や転売等の組合
事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用
を行ってはならない。

（支払義務）
第１０条　組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務
を有するものとし、所定の期日を越えて入金されな
いときには、組合が代金の入金を確認するまで任意
に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べな
いものとする。
２　ガソリン給油カードの利用については、所定の期
日を含めてなお３ヶ月にわたって入金されないとき
には、ガソリン給油カードの利用を停止されても一
切異議を述べないものとする。
３　利用代金が所定の期日を越えてなお３ヶ月にわたっ
て入金されないときには、組合は、次回請求時より所
定の遅延損害金を加算することができるものとする。
４　組合を窓口とする団体契約及び団体扱い、集団扱
いの保険料が、所定の期日を超えて入金されないと
きには、保険会社の約款を適用して手続きを行うも
のとする。

（期限の利益の喪失）
第１１条　組合員は利用代金の支払いを一回でも怠っ
た場合には、組合からの通知・催告を要せずに、当
然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払
わなければならない。

（所有権の留保）
第１２条　組合員が利用代金の支払いを完了するまで

は、当該商品等の所有権は組合に留保されるものと
する。

（事業の利用停止）
第１３条　本規則第３条（利用限度額）の定めに違反
する場合には、組合は組合員に通知することなく事
業の利用を直ちに停止することができるものとす
る。
２　本規則第９条（換金、転売等の目的外利用の禁
止）の事実が認められた場合、その他組合事業の不
正・不当な利用の事実が認められた場合は、組合
は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに
停止することができる。
３　本規則第１０条（支払義務）第１項の定めに違反
する場合には、組合は、組合員に通知することなく
直ちに事業の利用を停止することができる。

（事業の利用停止の解除）
第１４条　本規則第１３条（事業の利用停止）に抵触
する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂し
たときは、組合は、諸般の事情を検討した上で、事
業の利用の停止を解除することができる。

（請求金額の確認）
第１５条　組合員は、請求金額の確認を、岐阜県教職
員事務センターが毎月中頃に発行する「引落としの
ご案内（学校生協利用明細）」にて行うものとする。
２　組合員は、「引落としのご案内（学校生協利用明
細）」に疑義のある場合は遅滞なく組合に申し出る
ものとする。

（再請求手数料）
第１６条　組合は、組合員の利用代金が、所定の期日
(毎月２日、但し休日の場合は翌営業日)を越えても
入金されず、再請求をする場合、再請求のための手
数料を加算することができるものとする。
２　前項に定める再請求手数料は、１回あたり１００円
（別途消費税加算）とする。
３　前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加
算されるものとする。

（遅延損害金）
第１７条　本規則第１０条（支払義務）第３項に定め
る遅延損害金の率は、年率１４．６％を上限として
適用することができる。ただし、本規則第１６条に
よる再請求手数料があった場合は、当該手数料分の
額を控除するものとする。
　遅延損害金＝遅延額（未払残高）×遅延損害金利率
÷３６５日×遅延日数

（組合員資格喪失時の支払方法）
第１８条　組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代
金の残額を直ちに一括して清算しなければならない。

（連帯保証人及び返済計画書）
第１９条　本規則第４条（支払方法）、第５条（支払
回数）、第６条（分割払い）、第１０条（支払義
務）に定める支払い方法を履行できないと組合が判
断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証す
る連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければ
ならない。

（除名）
第２０条　この規則にもかかわらず支払い義務の不履行
が認められる場合には、定款第１２条（除名）の定め
により総代会の議決によって除名することができる。

（協議解決）
第２１条　この規則に関し、適用上の疑義が生じ、ま
た定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組
合員と組合が双方誠意をもって話し合い、相互に協
力、理解して問題解決を図るものとする。

（合意管轄）
第２２条　この規則に関わる一切の訴訟については、
組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所
を第一審の専属管轄裁判所とする。

（周知）
第２３条　この規則は、次に定める方法を適宜活用し
て周知するものとする。
① 組合員への配付（機関紙等）
② ホームページへの記載
③ 事務所での掲示
④ その他の組合が定める適切な方法

（本規則の変更）
第２４条　組合は、サービスの充実・合理化、組合員
の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他組
合事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この
規則を変更することができる。
２　第１項の場合、組合は、この規則を変更する旨、
変更後の規則の内容および変更の効力発生日につい
て、変更の効力発生日までの間に組合員に周知する
ものとする。
３　この規則の改廃は、理事会の決議にて行う。

（附則）
この規則は、２０２０年３月２１日から施行する。

（別表分割手数料表）
１．分割手数料表１（共同購入・宅配）　　　　 [単位：％]

２．分割手数料表２（巡回・同代行）　　　　　 [単位：％]

３．分割手数料表３（指定店・特約店）　　　　 [単位：％]

４．分割手数料表４（その他）
　別途契約等を取り交わしている取引先についてはその契約
書等の内容とする。
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（目的）
第１条　岐阜県学校生活協同組合（以下、「組合」と
いう。）の組合員及びその家族が、組合の事業を利
用することに関して以下のとおり定めると共に、利
用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。

（利用できる事業の範囲）
第２条　定款第６条第１項に定める組合員は、組合が
実施する全ての事業、指定店、特約店等を利用する
ことができる。
２　定款第６条第２項に定める組合員が利用できる事
業の範囲は、組合が、別途「退職組合員に関する規
程」及び「その他組合員に関する規程」に定めるも
のとする。　

（利用限度額）
第３条　定款第６条第１項組合員の１回あたりの利用
限度額を３０万円（税別）とする。ただし、現金扱
いは、除くものとする。
２　定款第６条第２項組合員の支払方法は１回払いの
みとし、利用限度額を３０万円（税別）とする。
３　組合員の家族については、１回あたりの利用限度
額を１０万円（税別）とする。
４　組合員及びその家族の合計利用限度額（１回払い
及び分割払いの合計金額）を１００万円（税別）と
する。
５　分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるとき
には、組合は、組合員への供給を見送ることができ
るものとする。
６　指定店、特約店等と直接決済する場合には、本条
の規定は適用しない。
７　団体契約カードでの利用限度額は、発行元の規定
に定める金額とする。
８　この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特
別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。

（支払方法）
第４条　組合員の利用代金支払いは、原則として岐阜
県教職員事務センター登録口座からの引き落としと
する。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振
込用紙にて支払うものとする。
２　分割払いの方法は、本規則第６条（分割払い）及
び第７条（分割手数料）に定める方法とする。

（支払回数）
第５条　支払回数は、原則として１回払いとするが、
組合の了解を得た場合は分割で支払うことができる。
２　口座引き落としの上限は、原則として１組合員あ
たり１５万円とし、これを超える場合は直接本人に
確認を行い、組合の判断にて支払方法の変更を組合
員に要請することができる。

（分割払い）
第６条　分割で支払う場合は、本規則第７条（分割手
数料）の回数に定めるところによるものとし、１回
あたりの支払金額は原則３，０００円以上とする。
なお、分割手数料は組合員負担とする。
２　月々の支払いは均等払いとし、端数の金額は初回
の支払金額で調整する。
３　増額月として、７月と１月の支払いは別途設定す
ることができる。
４　組合員が支払期限前に送金完済を希望した場合に
は、完済回数の手数料に変更する。

（分割手数料）
第7条　分割手数料は、別表分割手数料表によるもの
とする。

（債権譲渡の承諾）
第８条　組合員は、指定店または特約店等にて利用し
た代金が、組合に債権譲渡される場合があることを
予め承諾するものとする。

（換金、転売等の目的外利用の禁止）
第９条　組合員及びその家族は、換金や転売等の組合
事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用
を行ってはならない。

（支払義務）
第１０条　組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務
を有するものとし、所定の期日を越えて入金されな
いときには、組合が代金の入金を確認するまで任意
に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べな
いものとする。
２　ガソリン給油カードの利用については、所定の期
日を含めてなお３ヶ月にわたって入金されないとき
には、ガソリン給油カードの利用を停止されても一
切異議を述べないものとする。
３　利用代金が所定の期日を越えてなお３ヶ月にわたっ
て入金されないときには、組合は、次回請求時より所
定の遅延損害金を加算することができるものとする。
４　組合を窓口とする団体契約及び団体扱い、集団扱
いの保険料が、所定の期日を超えて入金されないと
きには、保険会社の約款を適用して手続きを行うも
のとする。

（期限の利益の喪失）
第１１条　組合員は利用代金の支払いを一回でも怠っ
た場合には、組合からの通知・催告を要せずに、当
然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払
わなければならない。

（所有権の留保）
第１２条　組合員が利用代金の支払いを完了するまで

は、当該商品等の所有権は組合に留保されるものと
する。

（事業の利用停止）
第１３条　本規則第３条（利用限度額）の定めに違反
する場合には、組合は組合員に通知することなく事
業の利用を直ちに停止することができるものとす
る。
２　本規則第９条（換金、転売等の目的外利用の禁
止）の事実が認められた場合、その他組合事業の不
正・不当な利用の事実が認められた場合は、組合
は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに
停止することができる。
３　本規則第１０条（支払義務）第１項の定めに違反
する場合には、組合は、組合員に通知することなく
直ちに事業の利用を停止することができる。

（事業の利用停止の解除）
第１４条　本規則第１３条（事業の利用停止）に抵触
する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂し
たときは、組合は、諸般の事情を検討した上で、事
業の利用の停止を解除することができる。

（請求金額の確認）
第１５条　組合員は、請求金額の確認を、岐阜県教職
員事務センターが毎月中頃に発行する「引落としの
ご案内（学校生協利用明細）」にて行うものとする。
２　組合員は、「引落としのご案内（学校生協利用明
細）」に疑義のある場合は遅滞なく組合に申し出る
ものとする。

（再請求手数料）
第１６条　組合は、組合員の利用代金が、所定の期日
(毎月２日、但し休日の場合は翌営業日)を越えても
入金されず、再請求をする場合、再請求のための手
数料を加算することができるものとする。
２　前項に定める再請求手数料は、１回あたり１００円
（別途消費税加算）とする。
３　前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加
算されるものとする。

（遅延損害金）
第１７条　本規則第１０条（支払義務）第３項に定め
る遅延損害金の率は、年率１４．６％を上限として
適用することができる。ただし、本規則第１６条に
よる再請求手数料があった場合は、当該手数料分の
額を控除するものとする。
　遅延損害金＝遅延額（未払残高）×遅延損害金利率
÷３６５日×遅延日数

（組合員資格喪失時の支払方法）
第１８条　組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代
金の残額を直ちに一括して清算しなければならない。

（連帯保証人及び返済計画書）
第１９条　本規則第４条（支払方法）、第５条（支払
回数）、第６条（分割払い）、第１０条（支払義
務）に定める支払い方法を履行できないと組合が判
断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証す
る連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければ
ならない。

（除名）
第２０条　この規則にもかかわらず支払い義務の不履行
が認められる場合には、定款第１２条（除名）の定め
により総代会の議決によって除名することができる。

（協議解決）
第２１条　この規則に関し、適用上の疑義が生じ、ま
た定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組
合員と組合が双方誠意をもって話し合い、相互に協
力、理解して問題解決を図るものとする。

（合意管轄）
第２２条　この規則に関わる一切の訴訟については、
組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所
を第一審の専属管轄裁判所とする。

（周知）
第２３条　この規則は、次に定める方法を適宜活用し
て周知するものとする。
① 組合員への配付（機関紙等）
② ホームページへの記載
③ 事務所での掲示
④ その他の組合が定める適切な方法

（本規則の変更）
第２４条　組合は、サービスの充実・合理化、組合員
の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他組
合事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この
規則を変更することができる。
２　第１項の場合、組合は、この規則を変更する旨、
変更後の規則の内容および変更の効力発生日につい
て、変更の効力発生日までの間に組合員に周知する
ものとする。
３　この規則の改廃は、理事会の決議にて行う。

（附則）
この規則は、２０２０年３月２１日から施行する。

（別表分割手数料表）
１．分割手数料表１（共同購入・宅配）　　　　 [単位：％]

２．分割手数料表２（巡回・同代行）　　　　　 [単位：％]

３．分割手数料表３（指定店・特約店）　　　　 [単位：％]

４．分割手数料表４（その他）
　別途契約等を取り交わしている取引先についてはその契約
書等の内容とする。
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このページのお問い合せは、事業課 まで。

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。

共同購入・宅配で職場や自宅から商品が購入できます。
　◆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。

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)と提携しています。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。
　◆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
　　応援します。
　◆家具…カリモク家具と提携しています。
　◆電化製品…エディオンと提携しています。（下記をご覧ください）
　◆美術品…美術の森と提携しています。節句人形、掛軸等メンテナンスも
　　　　　　できます。オーダーメイドのランドセルも取り扱いしています。

各種「ガソリンカード」がご利用できます!!
　◆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!!
　◆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…割引券を使用し、5％割引。オンラインショッピングも5％割引。
　◆そのほか、メガネスーパー、かしこ（墓石）など

新築・増改築・営繕がお得にご利用できます!!
　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2％～3％の値引き。
　　更に同本体価格の0.5％をお祝い金として還元。
　　（お祝い金は、一条工務店は除く。）
　　※商談前に学校生協事務局へご連絡下さい。
        すでにご契約の方は対象となりませんのでご了承ください。
　　　　（一部、物件により特典の対象にならない場合があります。）

　◆増改築、営繕もお得に。
　◆穴吹工務店、大和ハウス、サンヨーホームズの分譲マンション（日本国内）
　　は1％の値引。
　　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。

展示会・ツアー
呉服・宝石・家具の展示会を行っています。
まずは、商品を知ってください。
※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。

0120-72-9520
注文専用フリーFAX

学校生協事業案内

家電商品の ①メーカー
②型番 ③商品名・色など

組合員価格で
ご了承されて
からの手配に
なります。

エディオン学校生協学校生協組合員様

お問い合せ・ご注文お問い合せ・ご注文

見積もり（組合員価格）見積もり（組合員価格）

商品の手配商品の手配

お近くのエディオンより直接納品。取付工事も安心。お近くのエディオンより直接納品。取付工事も安心。

家電のことなら、まずは学校生協にお電話ください。家電のことなら、まずは学校生協にお電話ください。家電のことなら、まずは学校生協にお電話ください。組合員特価にてご提供しております

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。
※エディオン店頭では組合員価格での購入はできません。

・ 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。

ユニセフ募金の
ご協力ありがとう
ございました。

ユニセフ募金の
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。
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「野菜作りにチャレンジ」
　野菜作りを始めて15年位になります。
少しずついろいろな野菜にチャレンジし、
今では野菜はほとんど自給自足できるよ
うになってきました。同じ野菜でも年に
よってよくできたり、できなかったりしま
す。土の具合、天候などによって違います。
とれたての野菜はとても甘く、無農薬で
安全なこともとてもいいことです。今年は
ロマネスクにチャレンジし、先日初収穫し

ました。草との戦いで大
変なこともありますが、
収穫の喜びがあるので、
野菜作りはとても楽し
いです。

（揖斐川町　ベジタブルさん）

「2020箱根駅伝」
　母校が箱根駅伝に出場するニュースを
聞きうれしくなった。高めの日本酒を買い
込み、早起きをしてテレビの前を陣取り観

戦した。残念ながらシード権を獲得するこ
とはできなかったが、後輩達のすがすがし
い走りに拍手を送った。
今年はオリンピックイ
ヤー。各国の選手達の熱
い戦いを期待するととも
に、平和な年であること
を願った。

（瑞浪市　今日も元気さん）

「私のごちそうは…」
　昨年から人生で初めてのお料理教室に
参加しています。調味料を前までとりに
行っても「えーと、何をとりに来たんだっ

け」、老眼鏡を
かけてレシピ
を見てはワイ
ワイ。楽しいの
が一番のごち
そうです。

（各務原市　プーさんの姉さん）

“業務用じゃり豆”

“業務用じゃり豆 濃厚チーズ”

小腹がすいた時に手軽に食べられます。チ
ーズ好きの私にはたまりません。いくつで
も食べられます。みんなで食べられます。

「ひろちゃん」さんオススメ商品

8



学校生協

あたまの体操
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
10

11
12

14
15
16
17

踊り字や、楽譜のダ・カーポは、これの印です
緊張で舌がもつれて、̶ ̶が回らない
違った意見。君の主張に̶̶はないよ
一寸̶̶は闇
『方丈記』の一節、「淀みに浮ぶ̶̶は、かつ消え
かつ結びて…」
小鳥に̶̶するためにエサを置く台を作った
この試みが成功した̶̶には、計画は新たな段
階に入る
カラスミは、この魚の卵巣から作られます
円周率を小数点以下百ケタまで̶̶している
ヒラメとよく似ている魚
映画をここに映します。銀幕とも言います

1
2
3
4
5
8
10
11
13
14

16

『七人の侍』『用心棒』『乱』といえば
就活のために̶̶書を提出した
豚̶̶　̶̶丼　̶̶サンド
干したのもおなじみなキノコ
道路の中央に引かれています
液中の沈殿を、̶ ̶して取りのぞいた
陰暦で、２月は如月、３月は弥生、では４月は
未知数として使うことも多いアルファベット
恥ずかしいとき赤くなります
テニスで、ボールが地面に落ちる前に打ち返す
こと
「貸し」の反対

★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。

当選者は次の方々です（敬称略）
おめでとうございます
近江　尚美
早川　絵莉
星野　伸子
西脇　祐子
奈木　洋介
安藤かぐみ
西垣　法子
安藤　啓子
藤田　桂子
坂田　　昇

（岐阜小学校）
（陵南小学校）
（北小学校（安八郡））
（上石津中学校）
（神渕中学校）
（土岐津小学校）
（岐阜北高等学校）
（退職組合員）
（退職組合員）
（退職組合員）

☆ ★ ☆ ★ 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13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。

No.173号の答え

たくさんのご応募ありがとうございました。

正解者は
88名

「10」
でした。

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

9

5
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1674

10

17113

132

1512961
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地　　区

多 治 見

恵 那

飛 騨

退職継続

そ の 他

合 計

利用人数

232

217

534

106

1

2,969

供給金額(円）

457,271

420,112

1,061,436

555,142

4,020

6,133,483

地　　区

岐 阜 市

岐 阜

西 濃

美 濃

可 茂

利用人数

317

327

555

380

300

供給金額(円）

675,939

679,685

923,773

749,631

606,474

「春の全員利用運動」地区利用状況

2019年度

1月1８日(土) 学校生協会館会議室にて

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。

　２０１９年度第３回商品委員会を１月１８日(土)学校生協会
館会議室にて開催しました。
　会議では、秋の全員利用運動の結果報告、２０２０年度に
向けての事業説明、そして、春の全員利用運動おすすめ商
品の試食を行いました。

第3回

学校生協というと、安心安全な
食品といったイメージでしたが、
日用品や化粧品も、自然の成分
を使用してあったりと、良いもの
がたくさんあることを知りまし
た。食品以外にも目を向けてみ
たいと思います。
蘇原中学校　林幸恵委員

回を重ねるごとに、生協の活動
のようすや商品についての知識
が増えていき、勉強になります。
私は、代表として出させていた
だいているので、組合員の先生
方からのご意見もいただきなが
ら、この会に参加させていただ
こうと思います。
古川小学校　川合崇之委員

「エシカル消費」初めて知りまし
た。これからは、ノンカップ麺に
しようと思います。試食に有った
「ブラックペッパー焼きチーズ」
は、見た目はフライドポテトにそ
っくり！なのに、ぜ～んぶがチー
ズで美味しいです。
伊自良中学校　大野栄美子委員

学校生協は食品だけでなく、学
校の先生にピッタリな雑貨もい
っぱいあります。ハーベストネオ
をチェックしていると、自分好み
の商品に出会えるかも！？
旭ヶ丘中学校　永田直紀委員

全国のおいしいものを商品にし
てあります。体に優しい材料で
安心していただけます。毎回、新
しい商品が出ていて、次回、購入
したいものが増えていきます。
大和小学校　高橋恵子委員

長年愛されてきた超定番商品か
ら、改良を重ねた商品、さらに、
流行を意識した商品まで、豊富
な商品ラインナップを改めて実
感しました。なくてはならないも
のもあり、あったらうれしいかも
…という、自分へのごほうび的購
入も想像しながら、商品委員会
に参加させていただきました。
それらの商品のよさを、職場でど
んどん広めていきたいです。

八幡小学校(揖斐郡)
竹中公香委員

安心安全な食べ物がたくさんあ
りました。化粧品も安心です。環
境にも配慮をし、これからの生
活のことをいろいろ考えさせら
れました。今まで、自分や家族の
健康を中心に商品を選んでいま
したが、学校生協の取り組みか
ら、地球の安心安全を考えると
きなのだと、気づかせていただ
きました。

中央中学校(各務原市)
石垣敦子委員

生協の商品は、安心・安全でおい
しいものばかりです。一度食べ
始めたら止まらなくなる商品が
たくさんあるので、自分のお気
に入りを見つけてはどうですか？
赤坂小学校　阿部隼門委員

個装してある商品は、職員室で
分けやすいのでおススメです。
冬場はチョコレート商品が扱え
ることから、たくさんよい商品が
あり、選ぶのに今回も苦労しま
した。ピーカンナッツやあまおう
苺のチョコなど、是非、お試しく
ださい。
興文中学校　寒田敬子委員

毎度、試食でお腹がいっぱいに
なりますが、食べてみたら「次は
これを買うぞ！」という商品が増
えていきました。是非、たくさん
の方に利用いただき、美味しさ
や良さを知ってもらいたいです。
第二中学校　菰田貴子委員

試食にあった「こんにゃくラーメ
ン」は、独特のにおいがなく、食
べやすかったです。しかも、カロ
リーは８６。糖質は１３.９g。ちょっ
とお腹がすいた時や、暴飲暴食
で後悔している時に最適！スープ
も美味しくて、おすすめです。今
回話題になった「昆布しょうゆ」
は試していないので、次にチラ
シにのったら、絶対買います。
南小学校(揖斐郡)　新井美香委員

ずっと以前から良いと思って利
用してきたものが、組合員の意
見で改良されて、更に良い商品
になっているのが、とてもうれし
かったです。どの商品も生産者
の想いと工夫がいっぱいで「こ
れだ」と思うものは、どんどん使
って、その良さを確かめてみた
いと思いました。みんなで共有
したいです。
岐山高等学校　岩佐恭子委員

同じような商品が、少し安くス
ーパーにあったので買ってみま
したが、あまりおいしくなく、や
っぱり生協の商品に戻ってきま
した(醤油やナッツなど)。昆布し
ょうゆは、「おいしいよ！」と教え
てもらい、買ってみました。本当
においしいです。皆さんも、是非
一度、お試しください。
足近小学校　大橋由美副委員長

私の勤務校では「喫茶店の銀皿
ナポリタンソース」が評判にな
り、次々と購入する職員が続出し
ています。味は間違いなしです
し、化学調味料も使っていない
ので、安心して食べられますよ。
和良小学校　日置正人委員長

上品な甘さと
ナッツそのものの
食感と美味しさで、

ブラックコーヒーとの相性は
間違いなし！
絶対オススメ！

商品委員の皆さんが選んだ
美味しかった商品

ピーカンナッツ　キャラメル掛け
規格：１００ｇ／袋　賞味期限：１８０日　アレルギー：乳

焼あご
規格：２４０ｇ／袋　賞味期限：１２０日　アレルギー：－

たっぷりアーモンドえび
規格：１８０ｇ(個装紙込み)／袋　賞味期限：１５０日　アレルギー：えび

生臭くなく甘辛味も
程よく まろやかで、
適度な歯ごたえ。
小さい子にも
おすすめです。
「あご」のうまさが
わかります。

栄養たっぷりで
子どものおやつや

お酒のおつまみにも最適。
さっくりしたえびと

アーモンド味が美味しく、
食べやすいサイズの
個包装です。

※アレルギー表示は、特定原材料品【卵・乳・小麦・そば・落花生・え
び・かに】を案内しています。特定原材料品目を使用していない
場合は「－」と表示します。
※2019年度所属の学校名です。
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	08_生協だより174春
	09_生協だより174春
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