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本校は、昭和48年に、東大阪市立花園小学校より分離、
開校した学校です。来年度には創立50周年行事も予定さ
れています。正門を入ると円形の池の周りをウッドデッキ
が囲んでおり、子どもたちの憩いの場になっています。
本校校区では菊づくりがさかんです。校歌にも「夏菊
におう河内野に」と歌われています。また、
東大阪らしい工場の多い地域でもあります。
今年度、3年生では地域学習として菊づくり

の農家さんや工場、商店等を見学します。子どもたちのためにと地域のみなさんは快く
引き受けてくださいました。本当にあたたかく、人情味あふれる地域です。
本校では、本年度、国語を研究教科としています。国語科の学びを通して、気持ちを

素直に伝え合い、相手の気持ちを考えて、互いに認め合う力を育むことを目標とし、その
力を集団づくりにつなげていきたいと考えています。子どもたちが心豊かに友だちとつながり、楽しく学校生活を送って
いけるよう、教職員が一致団結して日々の教育活動を進めています。

今年もなくてはならない学校生協をめざします！！
日頃は大阪学校生協の事業ならびに活動へご協力を賜り、誠にありがとうございます。昨年も未
だ収束の見通しがたたない新型コロナウイルス感染症の影響により、各学校園の活動などに大きな
影響が生じたことと存じます。学校生協といたしましても、コロナへの対策を考察しながら、各学
校園への支援事業をはじめ教職員、退職者への安心・安全を第一に考えた事業を展開していきます。
私自身、働いているときに心掛けていることを少しお話したいと思います。学校で勤めていると
きから、各教育関係団体の役員など、さまざまな経験をさせていただいている今日この頃ですが、「し
んどいとは言わずにやりがいがある」といつも思い、取り組んでいます。また何をするときにも、「協
調性」や「チームワーク」という言葉があるように、人に対する対応を少し意識しながら行うことや、
まわりの状況をみて少しでも自分にできることを考えることで、いつもの景色から変化するのでは
ないかと考えています。今置かれている立場や状況はさまざまだとは思いますが、普段何気なく過
ごしていることを、ふと見つめなおすこと、目標をもつこともよいかもしれません。
大阪学校生協の方針は、「なくてはならない学校生協」をめざすという存在意義を追求することを
スローガンとしてかかげています。教職員の日々置かれている状況を把握するとともに、多くの職
場で困っていることや教職員のニーズにこたえるためにも役職員一同が教職員へ寄り添うことが重
要であると認識しています。より身近な学校生協を感じていただけるためにも事業体としての安定
した基盤を創りつつ、「利益の還元」という仕組みづくりに本年も取り組んでまいります。

今年一年がみなさまとご家族にとって幸多い年になりますように祈念いたしまして、年頭のご挨
拶といたします。

学校紹介リレー!!
次はあなたの学校かも＼(^0^)／

本校の教育目標 すべての子どもに、
生きる喜びとあすをつくる力を。

めざす子ども像 ひとも、自分も、大切にする子
◦気持ちを素直に伝えあう。
◦相手の気持ちを考える。
◦互いに認め合う。

東大阪市 東大阪市立玉串小学校
1973年創立

大阪学校生活協同組合
専務理事　橋田　寛人
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防災について学ぼう！考えよう！防災について学ぼう！考えよう！

　学校生協提携住宅メーカーの株式会社タカラレーベンが2022年3月に初のホテルブランド「HOTEL 
THE LEBEN OSAKA」を開業しました。住宅メーカーとして居住者の安心・安全な暮らしを守るた
めに厳しい建築基準を設け、危機管理体制を整える等、高い防災意識を掲げてきたタカラレーベンで

は、このホテルを通じてお客様に大切な日常を
守る防災対策を考えるきっかけを提供するため
に「防災体験 Mission プラン」を開始しました。

　HOTEL THE LEBEN では災害に備え、地下一階の備蓄庫に防災機器
や保存食を備蓄し、各階には保存水を備えております。災害時には宿泊
客や従業員だけではなく周辺住民にも避難所として開放し、近隣にお住
まいの方や企業に密着したホテルとして運営しています。中央区防災パー
トナーにも登録されています。

〒542-0081  
大阪市中央区南船場2-2-15   
TEL06-6263-1111

　災害による非常時を想定し、電気・水道が使えな
い客室で、ホテルの備蓄品を活用し防災グッズを使っ
たり、非常食を食べるなどの体験をしていただきます。

　オリジナル防災ツール「防災 Mission7～我が家の防災
ルールを作ろう～」という冊子をご用意しています。
防災対策に関して家族で考え、話し合っていただき、ご
家庭ごとのオリジナル防災ルールブックを作ってみてく
ださい！

HOTEL THE LEBEN  OSAKA
　　　 「防災体験 Mission プラン」

HOTEL THE LEBEN の防災への取り組み

防災対
策を

実際に
体験‼

※応募方法は８ページをご覧下さい。

防災体験Missionプラン
（1泊ツインルーム1室）

プレゼント
※大人2名と小学生以下のお子様2名まで

2
名様
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福島ボランティア「あいむひぁ大阪」と福島の現状

防災について学ぼう！考えよう！防災について学ぼう！考えよう！ 非常時の行動を想像し考えることは、一種の防災訓練です。
災害への備え、できていますか？

　大阪学校生活協同組合は、2011年3月11日に発生した東日本大震災
の復興支援として、福島県を支援する教職員団体「あいむひぁ」に
10万円を寄附いたしました。夏季に学校生協にて販売しました北海
道産とうもろこし、川俣シャモ満喫セットの売り上げの一部も含ま
れています。
　あいむひぁ代表・細見 新市さんからは、御礼の言葉とともに、今
後の活動に役立てていくとの話がありました。
　震災から12年が経とうとしていますが、未だ被災地は復興支援が
必要な状況であり、風化させてはなりません。
　被災された方々の日常が1日も早く取り戻せるよう、学校生協では
今後も復興支援に取り組んで参ります。

いわき放射能市民測定室
「たらちね」は子育てす
る親たちが働いている。
原発事故によってどのく
らい汚染されているのか
を科学的に検証している。

双葉駅前の地域は2022年
の8月末に避難指示が解除
された。
帰還を喜ぶ声がある一方
で帰れない人がいる。本
当の復興とは何かを考え
させられる。

　東日本大震災の2011年、大阪の教職員が福島の教師と
繋がりを持つ機会から、教員が福島の震災被害とりわけ
原発被災状況を知ることが大切ではないかと、2013年「あ
いむひぁ大阪」が設立されました。それ以降毎年、夏季
と冬季に福島を訪れています。当初は南相馬市の被災家
屋片付けボランティア・仮設住民との集会所での交流が
中心でした。数年後、力仕事ボランティアがなくなりま
したが、元仮設住宅に住んでいたお年寄りとの交流活動
は現在も続けています。原発被災地域をめぐる活動は、
福島浜通りと言われる南相馬市・浪江町・双葉町・大熊
町・富岡町・いわき市や飯館村を訪れ、街や村の様子の
変化を詳しく記録し、現地の方のお話を伺ってきました。
　大阪での活動としては、仮設住宅に暮らす人々の証言
記録の出版や福島で知り合った被災地住民・教師・住職

など様々な分野の方を毎年夏に
大阪に招き、大阪市人権協議会
を通して講演していただいています。
　現在福島県の浜通りは、新しい公共施設が多く建ち並
び住宅も整備され一見復興したかのように映ります。し
かし原発被災の爪痕は、まだいたるところに残されてい
るのです。汚染水や廃炉の問題など数十年にわたって今
後も克服しなければならない課題があります。多くの方
に福島の問題を記憶にとどめてもらいたいと思います。
わたしたち「あいむひぁ大阪」はこれからも福島とつな
がり、支援を行っていきます。

「 震災、原発事故を忘れない 」
　　　「 やれる人が　
　　　　　　　やれることを　
　　　　　　　　　　やれるときに 」 ※応募方法は８ページをご覧下さい。

防災グッズプレゼント

「もしも」に備えて‼︎

25
名様

合計

学校生協売り上げの一部を寄付しました

代表　細見 新市

福島復興支援

大阪学校生協 専務理事 
橋田 寛人

あいむひぁ 代表 
細見 新市さん
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サンヨーホームズ主催

第19回

たくさんのご応募ありがとうございました！たくさんのご応募ありがとうございました！
今年度は33校2,167名の応募があり、その中から5名の作品が見事入賞されました。
来年度もコンクールを開催予定です。たくさんのご応募お待ちしております。

※詳細は次号の学校生協 NEWS（春号）に掲載予定です。

 私は鳥が大好きです。
ただ、環境破壊によって鳥た
ちの住みかが失われています。
そこで私は自然にある風の力
や太陽の光を使って、自由に
大空の旅ができる船の家を考
えました。

コメント

「 鳥と旅する空船 」

大阪市立高倉小学校・5年生
村田　咲夢 さん

「 完全自給循環の家 」

大阪市立明治小学校・5年生 

吉川　大輔 さん

　家族と友達と暮らす島の家。
電気は風力、水力、地熱、波、太陽
からつくります。水は雨水からつく
り、屋根では米や野菜をつくります。

コメント

「 自然と共に生きる 
 夢の島 」

大阪市立堀川小学校・5年生 
藤村　美蓮 さん

　自然と触れあう日々が送れ
る夢の島があったらいいなと思いま
した。日光や風の力で発電できるソ
ーラーパネルや風車を描きました。

コメント

「 生ゴミも肥料に変えよう 
 コンポストのある家 」

貝塚市立中央小学校・3年生 

松波　凜乃助 さん

　生ゴミや落ち葉のゴミを減
らすことで、焼却処分する手間や燃
料や費用が減ります。堆肥（たいひ）
でできた野菜や果物は安心して食べ
られます。

コメント

「 ぼくの家は 
 リサイクル工場 」

堺市立浅香山小学校・2年生 
亀井　大和 さん

　１階ではリサイクルで洋服
をつくっています。２階ではソーラ
ーパネルで集めた電気で快適に暮ら
しています。

コメント

4



WEBサイトリニューアル記念キャンペーンWEBサイトリニューアル記念キャンペーンのの当選者が決まりました!!当選者が決まりました!!WEBサイトリニューアル記念キャンペーンの当選者が決まりました!!
「マイページ登録」・「WEB加入」していただきありがとうございます。

稲刈り体験を
行いました!!

A賞

B賞

旅行券　5万円分　2名

お食事券　5,000円分　300名
のみなさんに賞品をお届けしました

★ 大阪市立　N さん

★ 和泉市立　N さん

いつも、素敵な企画をありがとうございます。
どの企画も魅力的で、いつも楽しみにしてい
ます。これからも、よろしくお願いします！

思いがけずの当選に驚きましたが、いただい
た旅行券で日頃の疲れを癒したいと思います。
ありがとうございます。

学校生協から
給与控除されている

明細が知りたい

住所変更や
改姓の連絡が

めんどう

マイページでは請求金額の確認や登録情報の
変更などがかんたんに行えます。
登録がまだの方はご登録ください。

などなど

2022年9月25日（日）に学校生協で販売している伊賀米の
購入特典として、稲刈り無料体験を開催いたしました !!

場所は大山田ファームさんで行い、10組38名の方が参加さ
れました。

大山田ファームさんにご指導ご協力いただき、軍手と鎌だけ
を使って稲刈りがスタート。刈り取った稲をまとめていきます。

前日は大雨で稲が倒れてはいましたが、当日は天気も良く、
田んぼに入っていい汗を流すことができました。

お子さん達にとっても貴重な体験になったのではないでしょ
うか。

稲刈り後はコロナ禍ということもあり、炊き立ての
新米の試食はパックでお持ち帰りいただきました！
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コープ共済
資料のご請求は

検 索で
日本コープ共済生活協同組合連合会

たくさんのママ・パパたちの
想いがつまった保障です！
たくさんのママ・パパたちの
想いがつまった保障です！

★『共済年鑑 2022年版』より。
★各共済によって、子ども向け保障商品の加入年齢・満期年齢・保障内容等は
異なります。《たすけあい》ジュニアコースは、加入年齢0歳～満19歳・満
30歳満期の商品です。他の共済ではジュニアコースよりも加入年齢・満期
年齢が低い商品があります。

大阪学校生活協同組合 コープ共済センター
0120-50-9431 9時～18時(月～土)

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

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11月1日現在のものです。

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。

K-81585-2210
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結婚・子ども誕生・マイホーム購入などのライフイベント、病気・ケガ・災害などのリスク、インターネットの架空請求詐欺・
振り込め詐欺などの消費者被害事例を擬似体験できます。

★

中学校・高校・大学での出張授業や教員向け研修、企業の新入社員研修、消費生活センター所属の消費生活サポーター
向け研修などでもご活用いただいております。

★

ゲームを通じて、お金の大切さや将来に備えることの重要性を体感できます。
さらに、消費者問題に関心を深め、消費者被害の知識や相談先を具体的に学べます。

★

金融経済、生命保険、契約、消費者被害対応、環境問題、衣食住など、消費者として必要な知識をクイズ形式で学べます。★

※１つのゲームでプレーヤー数は3～5名です。ヤング・ミドル版のみの所要時間は20～30分程度、ヤング・ミドル版＋シニア版の所要時間は40～50分程度です。

出張授業・研修のご案内
第一生命では、「ライフサイクルゲームⅢ」を用いた、当社
社員による学生さま向けの出張授業、企業の新入社員さま
向けの出張研修も承っております。
是非、「ライフサイクルゲームⅢ」の授業・研修での活用を
ご検討ください。
※出張授業・研修の講師派遣料・使用するゲームなどの教材は無料です。
※講師の交通費もいただいておりません。
※使用するゲームはレンタル用を使用し、ご返送時の送料はご負担いただ
きます。

出張授業・研修実施例

＜ライフサイクルゲームⅢのお問い合わせ先＞
第一生命保険株式会社　カスタマーファースト推進部
消費者志向推進室  ライフサイクルゲーム係 03-3216-1211

TEL （大代表） 

LifeCycleGame@daiichilife.com
E-Mail 

ゲームを通じて楽しく学べる！

のご案内

ライフサイクルゲームⅢライフサイクルゲームⅢ

　　　　　　　　　　は
すごろく形式の消費者教育・金融保険教育教材です
ライフサイクルゲームⅢライフサイクルゲームⅢ

※将来の生涯設計に役立つ『ライフイベ
ント表』の作成が含まれます。

●ルール説明5分
●ゲーム30分
　（ヤング・ミドル版実施）
●講義15分

●ルール説明5分
●ゲーム50分
　（ヤング・ミドル版＋シニア版実施）
●講義45分（※）

＜授業・研修50分の場合＞ ＜授業・研修100分の場合＞

7

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

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11月1日現在のものです。

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。



※大阪学校生協に未加入の方が当選された場合はご加入していただく必要がございます。

⃝  HOTEL THE LEBEN OSAKA   
「防災体験　Missionプラン」ペア宿泊券  2名様

      （1泊ツインルーム1室　大人2名と小学生以下のお子様2名まで）

⃝  災害常備ポーチ  5名様

⃝  もしもの時のかぞくメモ  20名様

応募はWEB・FAX・郵送 締 切 3月7日（火）
応募はこちら

https://form.run/@news184-present

必要事項（所属・職員番号・氏名・住所・希望
プレゼント）を明記の上、下記住所もしくは
FAXにてお送りください。

※ 大阪学校生協に未加入の方が当選された場合はご加入し
ていただく必要がございます。

※ お申込みいただいた個人情報はプレゼント抽選・学校生
協からのご案内送付のために利用させて頂きます。

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

学校生協NEWSは
LINEでも配信中‼

友だち追加よろしくお願いします♪

学校生協NEWS 
No.184

プレゼント

わたしのいいね
読者参加型

企画

学校生協のトークに送信するだけ‼
※氏名はイニシャルにて掲載させて頂きます。
※応募者本人様が撮影した写真に限ります。
※個人が特定される写真はご遠慮下さい。
※応募多数の場合はこちらで選考させて頂きます。

応募はLINEで簡単♪

※カラーは選べません。
　また、プレゼント内容が変更になる場合がございます。

● 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。ホームページか
ら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★

№018「温泉カピバラさん」
高槻市　Ｓ様

温泉に浸かってハ〜っと
一息。カピバラにハマって
ます。可愛い顔で癒され
ました♪

下の子の足の写真。この
ズボンと靴下の境目が異様
に可愛く親バカを発揮。
上の子もチラッと参戦です。

№019「たまらなくかわいい」
吹田市　Ｕ様

おすすめ・お気に入りの募集をしています。
氏名・職員番号・所属校園・連絡先・写真の説明を
添えてご応募ください！


