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学校紹介リレー!!
次はあなたの学校かも＼(^0^)／

学校教育目標

総合的人間力の形成　～笑顔輝く子どもたち～

めざす子ども像

【夢】やりとげる子ども
【公】郷土、さらには我が国のために自らできることを考えて実践する子ども
【開】自国の伝統や文化を尊重しながら、国際社会の発展に貢献できる子ども
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ペア招待券プレゼント5
名様
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大阪学校生活協同組合員の皆さまへ ※coop・生協では、ご相談や受付は行っておりません。この記事は近畿ろうきんからのご案内です。

●ご利用いただける方：安定した収入のある方で、当金庫指定の保証機関の保証を受けられる方。●生協組
合員の方が100万円以下のご利用の場合は、資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン
借換えの場合を除く）●すでに当金庫でご利用いただいている無担保ローンからの借換えのみにはご利用い
ただけません。●審査の結果、ご希望にそえない場合があります。また審査結果の内容についてはお答えしか
ねます。●店頭に商品説明書をご用意しています。また、店頭で返済額を試算いたします。●生協組合員とは、
当金庫に出資加入いただき、相互の協同・連携を確認させていただいている生協の組合員の方、および同一
生計のご家族の方です。●融資ご利用期間中に取引条件のお取引がなくなった場合や約定にもとづくご返済
をいただけない場合は、金利引下げの適用を中止させていただきます。
記載されている金利および制度は、特に記載がない限り2022年7月1日現在のものです。

近畿ろうきん お客さまセンター

月曜～金曜9：00～18：00（祝日、12月31日～1月3日は除く）

お問い合せ先　

わたしたち、いくら
借入れできるの？

まずは手軽に
お試し審査！

WEB仮申込み
はコチラ

1 ペア
※応募方法は８ページをご覧下さい。
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入店カードのお申込 入店カードのお申込

fanbi寺内
堺筋本町にある会員制の総合卸問屋です。取扱商
品は多岐にわたり、洋服・雑貨・お菓子やアクセサ
リーにキッチン用品など、様々な商品が卸価格で購
入できます。

百貨店様と同じ品揃えで質の高い商品をお届けする
老舗の総合卸問屋「萬栄グループ」。１品からまと
め買いまで、暮らしのあれこれが、いつでも卸価格
でご購入いただけます。

萬栄・ジェット

組合員
限定

※応募方法は８ページをご覧下さい。

萬栄、fanbi寺内の
人 気 商 品
プ レ ゼ ン ト！10

名様

1 学校生協への加入がWEBからできるようになりました！

組合員へのお得な特典がわかりやすく表記されました！2

学校行事でもお役立ち！学校向けサービスも充実。3

今すぐCheck

おすすめPOINTおすすめPOINT
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twitter Facebook
介護の三つ星
コンシェルジュ

※応募方法は８ページをご覧下さい。

有 料 老人ホーム 
三 ツ 星 ガ イ ド
プ レ ゼ ン ト！

20
名様

介護施設選びの疑問・不安が
この１冊で丸わかり！

全国展開されている大手企業の介護事業者もあれば、数施設だ
けれども地域に根差した介護事業者など、関西の1472施設を調
査し、選び抜かれた108施設
それぞれの施設のポイント
や特長を公開！居心地がよく
て長く住めるホームを選ぶた
めの道標にしてください。

詳しくはこちら

学校生協提携２社が学校生協提携２社が
2021年度2021年度省エネ大賞省エネ大賞・・経済産業大臣賞経済産業大臣賞を受賞されました！を受賞されました！
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総合福祉共済制度

今後のスケジュール

大阪公法人部　法人営業第一部

TEL：06-6208-5426
※制度内容等詳細については、
　パンフレットをご参照ください。

お問合せ先

MYG－A－22－LF－250

大阪学校生活協同組合「ふれあい」
「ふれあい」は大阪学校生活協同組合の組合員の

みなさまだけの相互扶助の制度です！

5月１日 （翌年）4月30日（保険期間１年間）
「第１グループ保険（生命保険部分）」・「医療保障保険（基本型）」は、
１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。
「第１グループ保険（傷害共済部分）」・「第２グループ保険（生命保険部分）（傷害共済部分）」・「医療保障保険
（充実型）」・「三代疾病克服共済」・「リビングカード」・「長期所得補償共済」には配当金はありません。

4つの安心

ＰＲ期間

11月上旬～
翌年1月上旬

申込締切日

1月上旬

責任開始期
（加入日）

5月1日

今後のご案内スケジュール（予定）

① 保険料がお手頃です！

③ 毎年加入内容の見直しができます！ ④ ご家族も一緒に入れます！

② 身近なおケガの通院を補償します！

１年更新の制度のため、
毎年保障の見直しが可能です。

本人のご加入で、配偶者、おこさまも
加入できます。
※配偶者、おこさまの保険金額・入院日額は、本人と
　同額以下にして下さい。

明治安田生命保険相互会社

MY-A-22-他-005784

※第１グループ保険（生命保険部分）と第１グループ保険（傷害共済部分）は必ずセットでご加入下さい。※年齢は保険年齢です。

30歳の場合（月払）
男性：489円　女性：463円 で加入できます。
※第１グループ保険（生命保険部分：Vコース（確定保険料 
　男性129円、女性103円、傷害共済部分：Jコース（確定保
　険料360円 本人一律））　　　　　   年齢は保険年齢です。

ケガによる通院・入院１日目から
給付されます。
クラブ活動中のケガや自転車転倒によるケガも
補償対象で教職員の方も安心です。
※第1グループ保険（傷害共済部分）ご加入の場合
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氏　名  所　 属  氏　名  所　 　属  氏　名  所　 　属
1 水川　久男 大阪市 三国小 41 渡辺佳英子 大阪市 城東小 81 服部　行男 島本町　 第二小
2 寺谷豊津恵 　〃　 井高野小 42 迫　　友美 　〃　 森之宮小 82 山口　保代 　〃　　 第四小
3 田河　真理 　〃　 新高小 43 芝田　久子 　〃　 東中本小 83 池田　佳伸 豊能町　 東能勢小
4 中世古　俊 　〃　 大桐小 44 石井久美子 　〃　 瓜破西小 84 古谷　直樹 　〃　　 東能勢小
5 神吉　英人 　〃　 酉島小 45 中 　 敏 之 　〃　 北稜中 85 山口　　純 箕面市　 豊川北小
6 増田　　新 　〃　 酉島小 46 田村　優士 　〃　 北稜中 86 岡村　直哉 　〃　　 萱野北小
7 木全　賢一 　〃　 桜宮小 47 中島　伸和 　〃　 新北野中 87 中藤　育子 　〃　　 第三中
8 森野健太郎 　〃　 太子橋小 48 長濱　浩孝 　〃　 茨田中 88 毛戸　和洋 摂津市　 鳥飼北小
9 小濱　鉄也 　〃　 五条小 49 吉谷　耕治 　〃　 白鷺中 89 山崎　隆史 　〃　　 味生小
10 大岸　有希 　〃　 諏訪小 50 石原　直人 　〃　 鶴見橋中 90 落合　陽子 　〃　　 別府小
11 高木永貢子 　〃　 生魂小 51 笠原　君彦 　〃　 我孫子中 91 孫　弘　樹 八尾市　 大正北小
12 武藤　直樹 　〃　 鯰江小 52 高橋　秀伸 　〃    我孫子南中 92 堀川　健太 　〃　　 南高安小 
13 瀬川　武志 　〃　 茨田西小 53 武田　悠哉 　〃　 住之江中 93 天倉　正裕 池田市　 呉服小
14 有田しず香 　〃　 大江小 54 原田　美鈴 　〃　 昭和中 94 岡本　将浩 　〃　　 渋谷中
15 韓　文　亨 　〃　 大池小 55 三橋　陽太 　〃　 加賀屋中 95 濱田　泰光 門真市　 門真小
16 島本　謙司 　〃　 湯里小 56 吉川　学聡 　〃　 木津中 96 中川　智広 　〃　　 門真はすはな中
17 高岸　和晃 　〃　 阪南小 57 小山　純大 　〃　 東中 97 武田　郁子 　〃    　四宮小
18 喜納由加里 　〃　 矢田小 58 松宮　久美 　〃　 大正北中 98 百濟　喜之 　〃　　 第二中
19 横山　容子 　〃　 東中本小 59 諫早　健義 　〃　 城東中 99 酒谷　秀樹 東大阪市 枚岡西小
20 山口　千尋 　〃　 苗代小 60 図書　知子 　〃　 瓜破中 100 松 沢 　 智 府立 　　東淀工業高校
21 北本百合子 　〃　 晴明丘南小 61 菅岡　良博 　〃　 市岡東中 101 本釜　博志 　〃　　 工芸高校
22 宮本　聖司 　〃　 今川小 62 白井　春菜 吹田市 山手小 102 上川　貴由 　〃　 　鶴見商業高校
23 中村　優花 　〃　 弁天小 63 松 風 　 望 　〃　 佐竹台小 103 角野美奈子 　〃 　　桜宮高校
24 和田　紹彦 　〃　 橘小 64 高 山 　 桂 　〃    豊津中 104 西　　健一 　〃 　　生野工業高校
25 中島　理隆 　〃　 新今宮小 65 町田　大樹 豊中市 桜井谷東小 105 岩﨑江津子 　〃　 　松原高校
26 大薗　博文 　〃　 新今宮小 66 清原　寛之 　〃　 第十四中 106 田頭　伊織 府立 　　 大阪北視覚支援学校
27 松本　智之 　〃　 南津守小 67 黒田　貴之 　〃　 第十四中 107 朝妻　久雄 　〃 　　 中央聴覚支援学校
28 井上　幸子 　〃　 住吉小 68 許斐　久子 　〃　 野畑小 108 杉本　琢哉 　〃　　 平野支援学校
29 仲里ゆかり 　〃　 菅北小 69 小阪　啓介 高槻市 西大冠小 109 山内富士生 　〃　　 光陽支援学校
30 若野　暢代 　〃　 吉野小 70 田中　良享 　〃　 五領小 110 林　孝次朗 　〃　　 西浦支援学校
31 堀　真喜子 　〃　 十三小 71 熊谷　尚紀 　〃　 高槻小 111 末吉由美子 日本教育公務員弘済会大阪支部
32 四條　利江 　〃　 矢田小 72 谷口　深雪 　〃　 北日吉台小 112 立花　善子 退職組合員
33 吉岡　朋生 　〃　 千本小 73 正田　尚子 茨木市 東奈良小 113 増田　純一 退職組合員
34 覚道　康代 　〃　 千本小 74 宮本　考二 　〃　 三島小 114 八島　雅夫 退職組合員
35 場口　博文 　〃　 天下茶屋小 75 畑中　宏太 　〃　 豊川中 115 山下　邦子 退職組合員
36 川﨑　洋司 　〃　 大国小 76 羽原　裕輔 　〃　 白川小 116 大木　静雄 退職組合員
37 森下　上総 　〃　 東小橋小 77 山田　大樹 枚方市 交北小 117 藤田　　修 退職組合員
38 小野　嘉之 　〃　 波除小 78 杞山　和也 　〃　 枚方小 118 山本　幸子 退職組合員
39 竹口　知秀 　〃　 真田山小 79 安東　幸枝 　〃　 中宮中 119 松野　晶子 退職組合員
40 高屋ゆき子 　〃　 東中本小 80 浦上　尚也 守口市 第一中 120 北 野 　 充 退職組合員

役　　名 氏　　　名 所　　　　   属　
理事長

（代表理事） 松岡　　誠 元大阪市立瓜破西中学校

副理事長 大澤　啓司 大阪市立真田山小学校
〃 茨木　久治 大阪市立住吉第一中学校
〃 谷本　弥生 大阪市立靭幼稚園

専務理事
（代表理事） 橋田　寛人 元大阪市立高松小学校

常務理事 宮本愛治郎 元大阪市立西天満小学校
理　　事 田辺　秀作 大阪市立矢田小学校

〃 藤原　博司 大阪市立金塚小学校
〃 城　寿美香 大阪市立南市岡小学校
〃 市本ひとみ 大阪市立茨田小学校
〃 三谷　和義 大阪市立三稜中学校
〃 辻本　正純 大阪府立中央高等学校
〃 野村あづさ 大阪市立開平小学校
〃 土居　春美 吹田市立山手小学校
〃 浦　耕太郎 豊中市立中豊島小学校
〃 喜多　泰輔 高槻市立阿武野小学校
〃 福見　剛史 茨木市立葦原小学校
〃 北村　浩稔 枚方市立伊加賀小学校
〃 岡村　　聡 大阪府立八尾支援学校
〃 俵谷　好一 元大阪市立開平小学校
〃 稲田　幸良 一般財団法人大阪市教員会館

〃 川俣　　徹 公益財団法人日本教育公務員
弘済会大阪支部

〃 松田　　忍 大阪学校生活協同組合
〃 加藤　博司 大阪学校生活協同組合

監　　事 中松　健一 大阪市立北恩加島小学校
〃 大越　正吾 大阪市立淡路中学校
〃 藤本佐緒里 大阪市立北中島小学校
〃 野口　耕平 貝塚市立東小学校
〃 橋口　　哲 元大阪市立大宮西小学校

�

Ⅰ . 当期未処分剰余金� 62,295,875
Ⅱ . 剰余金処分額
　　　出資配当金� 467,280
　　　任意積立金
　　　　事務所改修積立金� 10,000,000　　　　　　　
　　　　電算システム改修積立金� 10,000,000　　　　　　　
　　　　別途積立金� 10,000,000　　30,000,000
Ⅲ . 次期繰越剰余金� 31,828,595

剰 余 金 処 分 案
（注記）
1.�出資配当金は、2022年3月31日現在の出資金に対して0.5%とします。
尚、出資配当金は、原則として出資金に振替増資するものとします。

2.�事務所の改修に備え「事務所改修積立金」1千万円積み立て、総額 4
千万円とします。

3.�電算システムの改修に備え「電算システム改修積立金」を 1千万円積
み立てます。

4.�別途積立金として、1千万円積み立て、総額4千万円とします。
5.�次期繰越剰余金には生協法第 51条の 4第 4項に規定する教育事業等
繰越金として400万円を含んでいます。（単位 : 円）
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大阪市東成区神路3-4-13
大阪学校生協プレゼント係 行

〒537-0003

FAX 0120-84-3455

わたしのいいね
読者参加型

企画

応募はLINEで簡単♪

● 研修や会議等は一切ございません。 

●  組合員だけの “ お得 ” なサポートや情報が得られます。

加入時に1回限り、1口（100円）～500口（50,000
円）をお預かりします。出資金は翌月もしくは翌々
月の給与、約定口座（退職者・私学など）から引き
落とし、または振込用紙でのお支払いとさせて頂

きます。年会費などはかかりません。尚、お預かりした出資
金は脱退時に全額返金致します。
※「消費生活協同組合法」の規定により、学校生協へのご加入に際しては
出資金が必要です。

毎年度の剰余金（利益）から、配当金が支払
われ、出資金に自動的に増額されます。氏名・
住所・所属校園などに変更がありましたら、学
校生協までお知らせ下さい。ホームページよ

り変更手続きも可能です。

大阪学校生協　加入のご案内
出資金 配当金

実質的な負担はナシ♪

お申し込みは右記QRコードより
Webでカンタンに行えます。 

採用された
方には

IDカードホ
ルダーを

プレゼント
★


