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垂井町

岐阜県立

不破高等学校

【合言葉】

生徒には夢を、
保護者には希望を、
地域には信頼を

保育園訪問

不破高校は、2020年、学校創立７０周年という大きな節目を迎えま
す。これを弾みに「生徒には夢を、
保護者には希望を、
地域には信頼を」
を合言葉に、
校訓「あかるく、
さとく、
たくましく」を旨とし、
「 知・徳・体」の
調和のとれた人格の形成を図るとともに、
生徒一人一人に目を向けたき
め細かい指導を行い、
それぞれの個性や能力を生かして、
将来、
社会に貢
献していくような生徒を育てたいと考えています。また、
不破高校は生徒
のためだけの学校ではなく、
「 垂井の地にある不破高校」として、
多くの
方から愛される学校になるよう教職員一丸となって取り組んでいます。
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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。

〜地域の魅力あふれるオアシスへ〜

飛騨牛と季節の味わいを満喫「ななもり清見」
住 所 高山市清見町牧ヶ洞2145

TEL

★

0577-68-0022 アクセス 中部縦貫自動車道・高山西ＩＣ出入口の向かい側。国道158号線沿い

営業時間 野菜直売所

HP http://www.nanamori.jp/
8:00〜17:00（11/16〜３月は9:00〜16:00、
４月は9:00〜17:00） 定休日 無休
売
店 9:00〜17:00（11/16〜３月は16:30まで）
レストラン 11:00〜15:30（営業時間短縮中。土日祝は時季により17:00、
または16:00まで。ラストオーダーは終了30分前）

東海北陸自動車道・飛騨清見ＩＣと高山
市街の中間に位置し、高山西ＩＣに隣接す
る「ななもり清見」。情報コーナーに豊富
な資料を備え、飛騨路観光の拠点でもあ
る道の駅です。
野菜直売所には地元農家から新鮮でお

▲飛騨の森の息遣いを感じる道の駅

いしい野菜が届き、お値打ち価格で入手

▲新鮮な野菜や加工品が並ぶ直売所

できるとあって、オープン直後から来客でにぎわう人
気スポット。秋には大根、白菜、赤カブ、
シイタケ、飛騨
の伝統野菜であるアキシマササゲなどが登場。農産物
加工品、
ラベンダーのドライフラワーやオイルなど、清

▲飛騨牛朴葉みそ焼肉御膳

見町ならではの製品も並びます。
レストランのお薦めは、上質な肉を使った飛騨牛メ
ニュー。とろけるような食感のコロステーキや、
自家製

▲換気よく広々としたレストラン

の朴葉みそと一緒に味わえる焼肉など、飛騨の名物を
堪能できます。コメはもちろん、飛騨産を使用。ほかに
も飛騨牛の牛丼、
じっくり煮込んだ牛すじカレー、山菜
▲飛騨牛コロステーキ御膳と朴葉みそ単品

（冬季は野菜）の天ぷらたっぷりのそばやうどん、飛騨
高山ラーメン、冬季限定の鍋など、
メニューは多彩。軽
食コーナーでは、みだらし団子や飛騨牛の串焼き、飛
騨牛入りたこ焼きなど、飛騨の味が気軽に楽しめます。
「飛騨牛の串焼きは、
ここが一番」という常連客も。自

▲おみそれソフト、飛騨牛入りたこ焼き、
飛騨牛串焼き

家製みそ入りのソフトクリーム「おみそれソフト」も、
フ
▲人気を集める
「ななもり清見」
オリジナル商品
高山西IC

飛騨の特産品が多数そろうお土産コーナーで人気
を集めるのは、
「ななもり清見」オリジナル商品。国産
の大豆と飛騨産コメこうじ、粗塩だけて作った「手造り

中部縦貫自動車道

道の駅
ななもり清見

ァンが多い一品です。
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こうじみそ」、厳寒で知られる荘川町六厩(むまや)で干
した「厳寒干し大根」、
レトルトパウチの「牛すじカレ

▲情報コーナーには観光パンフレットが充実

ー」、
うま味たっぷりな「焼肉のたれ」など。飛騨の自然と人々が育んだ魅力を満喫し、
自身が味わったおいしさをお土産にもできる道の駅です。

縄文時代には主食だったとも言われる栗は、秋の味覚の代表格。店頭には栗きん
とんやモンブランなど多彩なスイーツが並びます。
とはいえ、近年いが栗を見ることはま
れ。栗の実が熟れると、
いがを割って落ちるのですが、今は栗農家以外、栗拾いの際
のいがの痛さを知る人は少ないでしょう。栗のいがはブナ科の堅果の付け根にある殻
斗
（かくと）
の一種で、
どんぐりでは腕状。
これらは花の根元部分
の総苞が変形したものです。いがは、
いろいろな虫から実を守っ

「 いが栗 」

〜トゲの鎧に抱かれる秋の恵み〜
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ているのだとか。乾燥したいがは火起こしの際のたき付けになり
ますし、栗の木は堅くて丈夫で材木としても重用されてきました。
日本人が大昔から愛した栗は、
その全てが豊かな恵みです。

学校生協
学校生協
ってなあに？

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

加入案内

─ 是非、ご加入をお願い致します!─

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。

教職員が

出資

●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

学校生協
利用
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

出資

たします。

〜あなたも
ぜひご加入を〜

運営

●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、提携施設等の商品や
サービスが利用できます。
●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、
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。

利用

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。

運営

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/

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

■ショッピングセイバー＊年間限度額300万円

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

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
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。

DCゴールドカードをお申込の場合は、
犯罪収益移転防止法施行規則改正にもとづき、
本人確認書類が2点必要です。

世界の子どもたちのためにご一緒に活動しませんか。イベント
会場や

ボランティア 岐阜県ユニセフ協会はボランティアのみなさんに支えられて運営しています。街頭での
「できることを できるときに できる方法で」を合言葉に活動しています。 広報活動・
募集中
岐阜県ユニセフ協会連絡先 電話058-379-1781 FAX058-379-1782
どうぞお気軽に
お問い合わせください Email gifuken@unicef-gifu.jp 住所 岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-4-1

募金活動

飛騨地区第35回虹のフェア会場でのパネル展示

生活協同組合コープぎふ1階
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学校生協60周年
岐阜県学校生協・指定店協力会

毎月、抽選で

60名様へ

学校生協60周年記念

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。

「プレゼントつきセール」

プレゼント!!
期

間 ● 2020年8月21日〜
2021年2月20日

20,000円相当

60周年記念

（6ヶ月間）

対 象 商 社 ● 指定店協力会加盟店
学校生協巡回及び代行店
応募券進呈 ● 3,000円以上のご利用者

特賞

（利用額に応じて）

賞

品 ● 10月、11月、12月、1月、
2月、3月の各上旬にお届け
当 選 発 表 ● 賞品のお届けをもってかえます。
詳細は学校生協又は各指定店に
お尋ねください。

（飛騨牛 毎月1名様）
（被災地名産品 毎月59名様）

9月 北海道フルーツゼリー
利用期間 8/21〜9/20

10月お届け

北海道産フルーツ果汁を使用したゼリーです。
内容量：90g×8個/箱

毎月1名様

「飛騨牛」をプレゼント！

ステーキ用カット肉（約250g×5枚） ※写真はイメージです。
ご希望日時、宛先へお届け（ご希望に沿えない場合もあります。）
今回の特賞は、当選された方へご利用店よりお知らせします。その際、お届先、日時をお伺い致します。

10月 サヴァ缶5種アソート

11月 石巻発 絆 おでん 4袋セット

利用期間 9/21〜10/20

利用期間 10/21〜11/20

11月お届け

国産のサバを使用したサバの缶詰のセットです。
内容量：6缶（化粧箱入）※「オリーブオイル漬」は
2缶、
その他各種1缶

12月 黒糖ドーナツ棒・ジャージー牛乳ドーナツ棒セット 1月 宮城県産小麦使用麺セット
利用期間 11/21〜12/20

1月お届け
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。

内容量：黒糖ドーナツ棒30本×1、
阿蘇ジャー
ジー牛乳ドーナツ棒135g×2

利用期間 12/21〜1/20

2月お届け

内容量：400ｇ×4袋

12月お届け

山徳平塚水産は、
東日本大震災で
被災し、全ての工
場を失 いました
が、多くの皆様か
ら温 か い 励まし
のお言葉を頂き、
立ち直る契機に
つくったおでんで
す 。国 産 の 厳 選
素材をかつお節、
昆布等の天然素
材 だけで造った
スープでじっくり
仕上げました。

2月 たなつものテーブルオイルセット
利用期間 1/21〜2/20

3月お届け

小麦粉は宮城県産を
使用しています。
内容量
・吟熟県産うどん
250g ３袋
・吟熟県産本挽きそば
250g ３袋
良質な油は代謝を高め、
健康にも、
美容にも、
ダイエット
にも効果的。原料の栄養が損なわれず、
香りや風味を最
大限に楽しめます。
内容量：30g×5（国産えごま油（焙煎）、国産なたね油、
浅煎りごま油、
深煎りごま油、
国産ピーナッツ油×各1）

記念 特別企画
岐阜県学校生協・指定店自動車整備工場会

学校生協60周年記念

「Wチャンスプレゼントつきセール」
ご利用者全員に「CO・OPコアノンロール」
（６ロール）をプレゼント
更に、応募期間ごとに抽選で１０名様へ
「被災地の名産品と学校生協調味料セット」をプレゼント
期

間 ● 2020年8月21日〜

2021年2月20日（6ヶ月間）

対 象 商 社 ● 指定店自動車整備工場会の加盟店※
応募券進呈 ● 3,000円以上のご利用者（利用額に応じて）
抽

ご利用者
全員に
プレゼント

選 ●（第１回）
２０２０年８月２１日〜２０２０年１１月２０日
（第２回）
２０２０年１１月２１日〜２０２１年２月２０日

当 選 発 表 ● 商品のお届けをもってかえます。
※指定店自動車整備工場会の加盟店（下記９社）
㈱岐阜日石、杉本商会㈱、㈱ワールドボディー、白鳥自動車整備㈿、広和自動車㈱、㈲伊東モータース、㈱みの谷、㈲島光自動車、㈲下町自動車工業

第１回
抽選

ふかひれ商品詰合せ
利用期間 8/21〜11/20

12月お届け

気仙沼産ふかひれを使用。鶏ベースで
香味野菜の風味を生かし、
さっぱりとし
たコクのある塩味に仕上げました。水と
たまご1個を加えるだけで手軽に本格
スープが楽しめます。
気仙沼産のふかひれを使用し、
とろみた
っぷりのあんかけに仕上げた中華風「ふ
かひれ丼の具」です。中身を温め、温か
いご飯の上にかけるだけで、手軽にお
召し上がりいただけます。
内容量：
ふかひれ濃縮スープ(北京風)200ｇ×4
ふかひれ丼の具160ｇ×4

第１回・第２回抽選

共通商品

学校生協調味料セット
学校生協オリジナル
つゆ 3本組
厚削りの鰹だしそうめんやうど
んにも、発売開始からのロング
セラー
内容量：300ｍｌ
×3/箱

だしまかせ 3袋
使いやすいティーバッグ式
内容量：75g
（5g×15）
×3/袋

第２回
抽選

サヴァ缶5種アソート
利用期間 11/21〜2/20

3月お届け

国産のサバを使用したサバの缶
詰のセットです。オリーブオイル
漬、
さわやかなレモンバジル味、
ピリ辛のパプリカチリソース味、
魚介風味豊かなアクアパッツァ
風、
スパイシーなブラックペッパ
ー味の5種入です。
内容量：6缶化粧箱入
※「オリーブオイル漬」は2缶、
その他各種1缶

学校生協オリジナル
仕込みそ
発酵菌がみその香りを作ります
ので、開封したら冷蔵庫には入
れずに、清潔な容器に移し替え
て室温でご利用ください。
内容量：1ｋg

学校生協オリジナル
昆布しょうゆ
天然昆布のまろやかなお醤油
です。
内容量：500ml/ペットボトル

「現在の学校では・
・
・」

康状態チェックと

含めて、今、痛烈に思う。本校の対応がま

なれば、少 なくと

ちがっているとは一切思わない。むしろ教

も5分前か10分

育現場をとりまく状況がそうなっているこ

現場は本当に大変です。コロナ禍で一

前には出勤せざる

とを危惧している。

層大変で、学級担任の皆さんはまさに大

を得ない。つまり

大変です。
しかしこんな時だからこそ、
「私

30分前からの出

達教員のやるべきことは」、
「 本来の業務

勤が常態化することになる。放課後の消

は」
と改めて思います。
「子どものため」の

毒が児童下校後となれば、消毒終了が勤

新型コロナの影響により、自粛生活が

「正義」のもと、本来でないことを更に増

務時間とほぼ同じになる。そして当然そ

続く中で、趣味の活動も制限され、寂し

やされている
（自ら増やしている訳ではな

の後、その日の学習指導、生活指導、保護

い数ヶ月を過ごしました。マスク作りや草

い）
ことに何も誰も言えない状況は本当

者への連絡、事務的仕事・業務がある。

取りにも飽きて、今までの自由に外出で

によいことだろうか。

16：40などという勤務終了時刻は、あっ

き、交流できた当たり前の生活がいかに

てないようなもの。このようなことは大抵

すばらしかったかを改めて実感させられ

の学校で常態化している。

ました。

定年退職後、講師となって現場で子ど
も達に再び教えています。

「子どものため」という美名の下、勤務
開始が本当は8：10なのに7：40から健

（羽島市 テンショウさん）

「当たり前の生活のありがたさ」

8：10〜16：40という勤務時間の枠の

（美濃加茂市

駒鳥さん）

中でできることは何か、何をこそ優先す
べきかを出発点にしないと、教員、学級の
疲弊はとまらない。
例えば、始業を30分遅らせるとか、学
習内容を簡略化するとか、焦点化すると
か…。元管理職だったことからの反省も

『学校生協グループ保険』

幹事会社：明治安田生命保険相互会社

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の皆さまに
学校生協がお届けする助け合いの制度
【募集期間】11月4日（水）〜12月11日（金）

2020年11月から

『みんなのＭＹポータル』

ＯＰＥＮ！

URL
https://www.meijiyasuda.co.jp/
corporation/ld/myportal/

ご加入者さま専用サービス

●現在のご加入内容の確認
●「ご加入内容のお知らせ」の電子化
●「配当金のお知らせ」の電子化
●改姓等のお手続き

全員利用可能な各種サービス
●パンフレット・チラシ等の閲覧
●健康関連情報の提供
●ライフプランシミュレーション
募集期間中に
共通 ID とパスワードをお知らせします

2021年3月下旬より「ご加入内容のお知らせ」
「配当金のお知らせ」が電子化されます。
ご加入者の皆さまは、募集期間に配付する「はがきシーラー」に記載のＩＤ・アクセスコードより
利用登録をお願いします。

今年も一斉募集の時期が来ました
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あ た まの 体操
二重枠に入った文字をＡ〜D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」、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 。

1

7

10

16

2

13

3

14
8

B

4
5

17

12

22

1 ブックマークとも言います
4 飲食店でこれを頼むと、
グラスに入った水が出て
きます
7 野球やソフトボールの２塁
9 切り取り̶̶ 境界̶̶
10 指先にあります
11 マルコ・ポーロ
『東方見聞録』の中で、
日本はこう
呼ばれました
13 引っ越しでは段ボール製のをよく使います
15 油断も̶̶もあったもんじゃない
16 充電池にも使われる金属。元素記号はLi
18 仕事の̶̶に、
山歩きをした
20 イワシとかヒツジとか綿とか入道とか
21 夜には何時か分かりません
23 ̶̶の友は、
幼いころからの友達
24 自分の意見を簡単には曲げないタイプ

24
A

18

6

19
C

☆ ★ ☆ ★ おたより・クイズの応募方法 ★ ☆ ★ ☆

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。

21

15

9

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 10月30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

23

D

11

「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。

20

1 娯楽̶̶ 児童福祉̶̶ 老人保健̶̶
2 第三者的に脇から見たほうがかえってよく分か
るという四字熟語
3 割の百分の１に当たります
5 参政権のひとつ。衆院だと満25歳以上、
参院だ
と満30歳以上にあります
6 わかもの
8 踏んじゃうこともあります
12 トランプの七並べにある「１回休み」
14 ̶̶・乙・丙・丁
16 地球上の約３割の面積はこれ
17 匹敵するものが他にないこと。当代̶̶
19 シルクを作り出す昆虫
22 踊り子の絵で有名な、
フランス印象派の画家

No.175号の答え
7
3
5
6
9
1
4
2
8

9
1
2
8
5
4
7
6
3

6
8
4
2
7
3
9
5
1

1
2
9
5
4
8
3
7
6

5
6
7
9
3
2
8
1
4

3
4
8
1
6
7
5
9
2

4
5
3
7
1
6
2
8
9

2
7
1
3
8
9
6
4
5

8
9
6
4
2
5
1
3
7

「4」
でした。
正解者は
62名

たくさんのご応募ありがとうございました。

当選者は次の方々です（敬称略）
おめでとうございます
安田 伸子（三里小学校）
松原 圭史（松枝小学校）
宗宮 麻巳（富岡小学校（関市））
八木致聖子（御嵩小学校）
今井 康之（荘川小学校）
小塩 健介（羽島特別支援学校）
前川 香織（飛騨特別支援学校）
三宅 英一（退職組合員）
井上万里子（退職組合員）
井口 啓子（退職組合員）

学校生協

7

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方々にご協力いただき、
誠にありがとうございました。
４５０校（前年４４０校）発生率６９．
７％（前年６８．
０％）の学校よりご利用いただきました。
秋も引き続きのご利用・ご協力いただきますよう、
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
・ネオのそれぞれ10月号・11月号・12月号
及びオリジナル版を「全員利用運動」として取り組み、
利用者を拡大し利用率の向上、
合わせて供給増を図ります。
・目 標：利用者数 6,100人
供給高
2,400万円
・対象チラシ及び展開日程

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 １日（木）

ハーベスト11月号
ハーベスト・ネオ11月号

１０月２９日（木）

ハーベスト12月号
ハーベスト・ネオ12月号

１１月２６日（木）

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。

注文締切日

商品お届け日

１０月 ９日（金）

１０月２２日（木）

１０月１６日（金）

１０月２９日（木）

１１月 ６日（金）

１１月１９日（木）

１１月１３日（金）

１１月２６日（木）

１２月 ４日（金）

１２月１７日（木）

１２月１１日（金）

１２月２４日（木）

・プレゼント：条件達成の学校には、
「人気商品」を送ります。
（２０２１年１月予定）
今回は、学校生協60周年記念として達成校には、不織布マスク（50枚）と
ポリエチレン手袋（300枚）をプレゼントします。
組合員８０％以上又は２０人以上の利用があった所属。
条件
ただし、
学校以外の所属で、
組合員５名以下の場合は除く。
※対象のチラシは、回覧注文書を同封して各学校へ送付します。
※チラシごとに、掲載商品（季節商品や目玉商品等）
や取り扱い期間が異なります。ご利用の際
にはご注意ください。締切後のご利用はお断りする場合がありますので、
ご了承ください。
※退職組合員の方へは、通常の配布のみとなります。

2020年度飛騨地区

秋の特別企画のお知らせ

虹のフェア

関逸品展

１１/１４
（土）
・１５
（日）関市
○可能な限り、
ウィルス感染予防に努めます。密を避けるため、来場予約のみ。
詳細については、
お問い合わせをいただくか案内チラシをご確認ください。今後
の状況により、
急な中止や変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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発行所／

〒500-8268 岐阜市茜部菱野4丁目103番地

中止の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、
参加者、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果『虹
のフェア』
イベントは中止とさせて頂きます。
楽しみにしてくださっていた皆様には、
ご迷惑をおかけし
て誠に申し訳ございません。
ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。

T EL（058）272-9511（代表）http://www.gifugaku.jp
FAX（058）272-9515
E-mail info@gifugaku.jp

発行人／村上 達也

再生紙を使用しています

