
大学生活説明会
開会あいさつ
購買・食堂の利用方法
共済・学生生活110番
協力団体からのご案内
自動車学校の申込について
教科書の購入について
「総代」について
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翠陵店（すいりょうてん）のご紹介
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すいりょうてん

MyicaPayチャージ機
（各店舗に設置）
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・ベーカリーコーナー
・コーヒーメーカーもあります

コンビニ
コーナー
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レジでのご精算

コンビニコーナーのレジの手前には、
このよ な看板があります。

マイカペイを利用される方は、
1、２番のセルフレジを
ご利用いただけます。
セルフレジは決済も早いので、

ぜひご活用ください！

セルフレジでは、学生証（ICカード）に
チャージができません。
残高不足にならないよ 、

利用前のチャージをお願いします。
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セルフレジ（MyicaPayでお支払い）

書籍、文具、
パソコンフロアのご紹介
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書籍・文具・
パソコンフロア

PC周辺機器
プリンタ用紙、インク
ペン・ルーズリーフ
就活関連アイテム など

一般文芸、雑誌
就活書
教職・公務員関連書
文庫、新書
専門書
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PC・BOOKカウンターでは、
生協オリジナルパソコンの修
理・点検の受付をしています。

故障に限らず、操作方法が分
からない時や周辺機器の購入
など、お困りの際には気軽に
お越しください。

PC・BOOKカ ンター

トラベル・キャリアカ ン
ター
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国内・海外旅行
自動車学校
検定試験、TOEIC
公務員講座等 など

Myica(マイカ)Payはとにかく速い！
１．現金で決済と比較すると約２倍の速さです。

２．入学時のチャージ残高がなくなったら
店頭のチャージ機でチャージしましょう!

３．セルフレジをご利用の場合は、レジでのチャージは
できません。
必ず事前にチャージ機でチャージしましょう。
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みなさんの
ご利用お待ちしております 

翠陵店（すいりょうてん）のご紹介
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第２購買書籍店＆第２食堂の紹介

書籍（専門書、雑誌等）
教材や実習用品
文房具
お菓子、ドリンク、お弁当等

第２購買書籍店

医学部・工学部の
方にむけた品揃えの
お店です。
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お弁当・おにぎり

ドリンク
デザート

食品コーナー

お菓子

製図用品コーナー ←診察用白衣

試着もできますよ

文具・教材コーナー
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理学書・工学書

雑誌・コミック・
文芸書も少しあり
ます↓

医学書
書籍コーナー

その他にも・・・

自動車学校の申込
TOEIC公開テストの申込
名刺・論文製本・印鑑
切手
ヤマト宅急便の取り扱い
などなど

<22>



第２食堂

丼・カレー コーナー 麺 コーナー

カ ンターで
ご注文ください
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セルフ コーナー

ライスやメイン
ディッシュ、
サラダ等は、
ご自分で

ショーケースか
ら

取っていきます

セルフ コーナー メインディッシュの一例

お味噌汁やライスを
組み合わせて、

オリジナルの定食
をつくろ ！
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みなさまのご利用、お待ちしております！
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大学生協の保障制度
学生生活の「もしも」にそなえよう

今日知ってほしいこと

1．大学生協の保障制度

2．学生総合共済が大切にしてること

3．学生総合共済の取り組み

4．三重大生協の共済活動

5．学生生活110番
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大学生協の保障制度

生命共済・・・学生本人のケガや病気に備える

就学費用補償保険・・・扶養者の「もしも」に備える保険

学生賠償責任保険・・・他人への賠償責任に備える保険

など

大学生協の保障制度

生命共済・・・学生本人のケガや病気に備える

就学費用補償保険・・・扶養者の「もしも」に備える保険

学生賠償責任保険・・・他人への賠償責任に備える保険

など

一人暮らし特約・・・
大家さんへの賠償事故の備えや
自分の家財の保障
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今日知ってほしいこと

1．大学生協の保障制度

2．学生総合共済が大切にしていること

3．学生総合共済の取り組み

4．三重大生協の共済活動

5．学生生活110番

その前に・・・

学生総合共済とは

誰かが困ったときに、他の共済加入者全員で
その人を助ける仕組み
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学生総合共済

職員さんが
学生に大事にし
てほしいこと大学生活で大事

にしたいこと

学生総合共済

単位

サークル

友達

バイト

学生 生協職員

健康な心と身体
安全
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学生総合共済

もしもの時の経済面、精神面の支えになりたい

健康・安全な大学生活を送り続けてほしい

「たすけあい」の心を育んでほしい

共済の基本

今日知ってほしいこと

1．大学生協の保障制度

2．学生総合共済が大切にしていること

3．学生総合共済の取り組み

4．三重大生協の共済活動

5．学生生活110番
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学生総合共済の取り組み

共済

加入 給付 報告 予防

たすけあいの輪を広げる・仲間を増やす活動

万が一の時助けられない学生を一人でも減らす

→そのためにみなさんの加入を呼びかけています！

学生総合共済の取り組み ～加入～
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実際に給付の実施や給付申請を呼び掛ける活動

給付申請忘れを１件でも減らすため

学生総合共済の取り組み ～給付～

実際に給付の実施や給付申請を呼び掛ける活動

給付申請忘れを１件でも減らすため

学生総合共済の取り組み ～給付～

例：実験中にフラスコ
が割れて手を切った
（通院５日）
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組合員・大学に共済について伝える

給付実態を組合員に報告

→「たすけあい」の実感を広げている！

学生総合共済の取り組み ～報告～

ケガや病気を未然に防ぐ

そもそも、ケガや病気をしないこと、そして事故に遭わないこと
が一番！

学生総合共済の取り組み ～予防～
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今日知ってほしいこと

1．大学生協の保障制度

2．学生総合共済が大切にしていること

3．学生総合共済の取り組み

4．三重大生協の共済活動

5．学生生活110番

①加入→新入生サポートセンターなどで説明

保護者説明会や大学生活説明会

②給付→窓口や電話で申請ができます

三重大学での窓口は生協組合員センター（第1食堂2階）

三重大生協の共済活動
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③報告→生協理事会・大学への報告

共済ボード

④予防→健康フェスタ

自転車修理・点検企画

三重大生協の共済活動

▲オンライン版「キャンパスソース」
https://campus-source-gi.blogspot.com/

今日知ってほしいこと

1．学生総合共済

2．学生総合共済が大切にしていること

3．学生総合共済の4本柱

4．三重大の共済活動

5．学生生活110番
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学生生活110番

・生活相談電話サポート

・トラブル出動サポート

学生生活110番

・生活相談電話サポート

お困りごとを24時間365日相談できるサポート

（例）財布を紛失した

ワンクリック詐欺にあった

病院の場所がわからない など
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学生生活110番

・トラブル出動サポート

トラブル発生時に24時間365日サポート

（例）玄関の鍵なくした！！

→駆けつけて開錠。一般料金19,800円が０円に。

※修理に必要な部品は実費負担が発生します

加入手続きがお済みでない方はお早めに！

•加入手続きは、「大学生協WEBサービス」から
（三重大生協のホームページからお進みください）

• WEB上で必要事項を入力 → 最寄りのコンビニで支払い

• 大学生活が本格的にスタートする前に、加入手続きを！
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給付の申請・相談は、生協までお気軽に

•万が一、病気やケガをしたら、生協の窓口へ
• 第1食堂 2階「組合員センター」までご来店・ご連絡ください。
• または、共済・保険サポートダイヤル（0120-335-770）までお電話を。

最後に

学生総合共済（生命共済・学生生活110番など）についての理解
は深まりましたか？？

ご清聴ありがとうございました！！
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