
 23 区南生活クラブ機関紙 
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生活クラブのお店 
デポーせたがや 

世田谷区宮坂 3-13-13 

TEL:03-5426-5211 

開所:10:30～19:30  

日曜定休 

💡💡生活クラブは、組合員が           をする生活協同組合です 出資 利用 運営 

配送についてのお問い合わせは下記へお願いします。（月～金 9：00～19：00） 
世田谷センター 世田谷区桜新町 2-31-5 ●世田谷区(まち･玉川を除く)・渋谷区の個別配送 03-3426-9550 

●世田谷区・渋谷区の班配送      03-5426-5218(コールセンター) 

大田センター 大田区仲池上 1-19-12   ●世田谷区 まち･玉川・大田区・目黒区・品川区・港区の組合員 

03-5426-5218(コールセンター) 

ベイ東京センター 千葉県市川市田尻 1-10-9  ●江東区・江戸川区・中央区の組合員 03-5426-5218(コールセンター) 

23 区南組織概要 2019 年 6 月末現在 
 配送 デポー 

組合員数 17,997 人 2,361 人 

加入者数 237 人 21 人 

脱退者数 -216 人 -14 人 

世帯当利用高 21,757 円 10,735 円 

総利用高 391,304,703 円 25,227,535 円 

23 区南のエリアは、世田谷区、渋谷区、目黒区、大田区、

品川区、江東区(一部を除く）、江戸川区、港区(台場を除

く)、中央区(一部を除く） 

生活クラブの 
環境調査 

詳しい内容は、2～3 ページへ続く⇒⇒⇒ 

  

まちのページ＜まち江東＞ 

【まち活動報告】【まちのおすすめレシピ】 

【これおいしいよ】【先輩に聞く！】 

「ｅくらぶ」って何？ 

地域の仲間たち・生産者紹介 

事務局コラム・６月号の感想 

お知らせ・理事 Tweet・参加申込用紙 

環境調査 

生活クラブの牛乳 
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水辺の調査 

松葉のダイオキシン調査 

発行責任者：谷野あかね／23 区南生活クラブ生活協同組合 発行日：2019 年 8 月 5 日 

●〒156－0051 世田谷区宮坂 3-13-13 ●Tel:03-3426-9914 ●Fax:03-3426-9911 ●mail:block.23ku@s-club.coop 

GM＊ナタネ自生調査 

生きもの環境調査 
身近な地域の水辺の環境や河川の

水質を知るために、試薬を使って水の

汚れを検査します。水温、色、透明度、

においなどの水の様子や、見つけた生

きものなども調べます。 

身近な地域の畑や田んぼに出かけ、

そこに生息する生き物をものさしに

して地域の環境を知り、変化をつかみ

ます。 

廃プラスチック焼却による大気へ

の影響を調べるため、定期的に松葉に

含まれるダイオキシン類の測定を行

なっています。 

輸入したＧＭなたねの種が、運搬中

にこぼれ落ちて各地で自生、交雑して

いないか監視します。 

＊ＧＭ…遺伝子組み換え 

８

―もくじ― 
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埼玉で生活クラブに加入

しようとした矢先、ご主人の

海外勤務が決まり、1996年に

帰国するまでの5年間が待ち

遠しかったという和田さん。 

2005年、江東区の転居先

は、まさかの配達エリア外。

まちと相談してキャラバン

チラシを作成したりして、つ

いに新班結成！そんな生活

クラブ愛に溢れる、アクティ

ブな和田さんを「まち江東」 

が放っておくはずがありません。翌年、ついまち委員長

を引き受けてしまったそうです。3年後からは理事を務

められ、その間、生活クラブを通じて様々な気づきがあ

り「食の安心は地球規模で考えなければ」と、視野が広

がったのだとか。最近はエコメッセのお手伝いや「劇団

オーバンズ」のメンバーとして活動されています。 

 「若い人たちの活躍が嬉しい！」「見てくれる人はち

ゃんと見てくれるから、活字で発信することは大事」と

いうポジティブな言葉に励まされます。自分たちにでき

る活動を続けていきたいと思います。 

※劇団オーバンズは、食や環境問題などを演劇で紹介してい

るまちのテーマグループです。 

（聞き手 鈴木 伸子） 

大納言あずきどら焼き 
㈱紅葉堂 

 

中のあんこはもちろん、

生地のもっちり感が独特

で大好きです。今の時期

は、半解凍のまま食べるの

もおススメです。あんこの

他にマスカルポーネ入り

も♪  （市村 典子） 

手羽先のさっぱりポン酢焼き 

先輩に聞く！ 

まままちちち江江江東東東   

まちのおすすめレシピ 

加入歴 23 年 和田 有加さん 

生活クラブのインターネット注文です。スマホ・タブレ

ット、パソコンから注文できます。カタログを開く必要が

ないので、いつでも、どこでも、電車の中でもできます。

ちょっと時間が空いた時に、少しずつ注文することも可能

ですし、〆切前だったら取り消しも簡単にできます。 

今年 2 月から、e くらぶはリニューアルして、さらに使

いやすくなりました。紙のカタログと同じ内容を画面上で

見て注文できます。また、今までの「レシピ大辞典」「これ

いい♫クラブ」「ビオサポ」が一緒になった「ビオサポレシ

ピ」がオープン。このレシピを見ながら必要な消費材を注

文することも可能です。また、ＷＥＢ限定品もあります。 

配達翌日の午前 11 時半まで注文で

きるので、いつもは注文書を使ってい

る人も登録しておくと便利です。まだ

登録していない方、ぜひ登録してね。 
 

←スマホはこちらから 
 

「e くらぶ」って何？ 

～生活クラブでよく使われる言葉シリーズ～ 

まち江東は、まち委員９人を中心にちいき委員と

協力して運営しています。 

今年は初めての試みとして、まちのメンバーを中

心にどら焼きの生産者「紅葉堂」の工場見学を行な

いました。生産現場を見ることで、改めて‘買うだ

け’にならないように、作られるプロセスに関心を

持つことの大切さを実感しました。 

もう一つ、今年は「遺伝子組み換え」についてま

ちとして取り組んでいます。遺伝子組み換えはその

技術自体はもちろんですが、農薬、人権、そして種

子などの様々な問題をはらんでいます。私たちの食

べ物を「選ぶ力」で、遺伝子組み換えにNOと言って

いきたいと思っています。 

私たちが「やりたい、知りたい」と思ったことに取り

組んでいけるのが生活クラブのいいところだと思ってい

ます。暮らしの中に 

はたくさんの課題が 

あると思いますが多 

くの組合員が色々な 

視点で関わっていけ 

ばきっと社会は良く 

なる、そんな想いを 

胸に、今日も頑張っ 

ています！ 

＜作り方＞ 

① 解凍した手羽先をよく洗い、関節で手羽中と手羽先とにカットする。 

② お鍋に 1 を入れ、ひたひたの水を加え、中火以下でボイルする。 

③ 火が通った手羽中を取り出し、フライパンで両面を焼く。色よく焼き

目がついたところで、塩ポン酢をかけて全体にからめる（フライパン

の中での作業です）。 

※鍋の中の手羽先は煮出し、ゆで汁にお好みで野菜やご飯を入れて塩胡椒

で調味するとリゾット風のもう一品の出来上がり！ （恩田 和惠） 

 

＜材料＞ 

鶏肉手羽先 適量 

塩ポン酢  適量 

これおいしいよ♪ 

4 月に、まちのテーマ消費材「大納言あずき
どら焼き」の生産者、（株）紅葉堂 
（埼玉県嵐山町）へ行ってきました♪ 
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2017 年 12 月、水彩都市江東に「水と緑、多様な生

き物が人とともに生きるまち」をテーマとしたチャリ

ティーショップ「エコメッセこうとう店」をオープン

させました。たった 5坪のお店でも、ディスプレイに

こだわって入ってみたくなるお店を心がけています。 

大きな清掃工場や廃棄物処理施設をいくつも抱える

江東区民として、ごみ焼却などの環境問題は避けては

通れません。暮らしを見直し、もったいないという気

持ちを形にする活動もすでに 1年半が経過しました。 

少しずつ共感の輪が広がり、寄付品を持ってきてく

 23 区南ブロック事務局、まちづ

くり担当の宇野と申します。入職

して 20 数年になります。 

まちづくり活動は、環境問題や、

組合員どうしのたすけあいから地

域福祉まで広範囲にわたる活動を

行なっています。 

まちづくり活動は、何気ない日常の中で「なぜ？」と

思う疑問を解決できるヒントがたくさんあり、学習会も

開催しています。機関紙「みなみ風」、23区みなみニュ

ース、23 区南ＷＥＢサイトでお知らせしています。ぜ

ひ参加してみてはいかがでしょうか？ 

れる人も途絶えることなく、買物ついでに立ち寄る人、

おしゃべりを楽しみにやってくる人などリピーターも

増えました。エコメッセこうとう店が「まちの居場所」

になりつつあることを実感 

しています。 

面白グッズを探しにぜひ 

一度お立ち寄りください。 

お待ちしています。 

（サブマネージャー 

 中谷 昭江） 

地域の仲間たち 
生活クラブ運動グループ紹介 

事務局
コラム 23 区南事務局 

宇野 伊織さん 

～NPO 法人エコメッセ こうとう店～ 

青森ひば精油の生産者、生活アートクラブ 代表の

富士村です。 

生活クラブとの出会いは当社が当時開設していた

国産材ショールームに職員の方が立ち寄られ興味を

持って頂いたことが始まりです。 

東北地方では古くから先人達が青森ひばを「蚊殺

しの木」と呼びます。ひばで家を建てると夏場に窓

を開け放しにしても３年間は「蚊」が入ってこない、

といういわれがあります。虫除け効果の他、カビや

細菌を寄せ付けない抗菌力に優れ、近年では「天然

の抗生物質」と称されます。直径 30cm の幹になる

のに、90 年近い年月がかかります。また持続可能な

資源として、種が落ち、芽が吹き成長していくサイ

クルで資源が減らないよう伐採する「年間計画調整

伐採」という方法で管理、全てが天然木です。精油

は、ひばのおが粉 100kg から水蒸気蒸留法で約１Ｌ

しか搾れない貴重なアロマ精油で、杉材や檜材が混

在しない製材所から回収するおが粉から製造されま

す。懐かしい香りのひば油は、アロマ芳香剤として、

入浴時等に親しまれています。 

組合員の皆さんから沢山の注文を頂き、生産者が

とても喜んでくれること 

が励みです。これから目 

指して行くこと、それは 

「消費材の確かさ」を 

より担保することです。 

今後ともよろしくお願い 

致します。 

有限会社 生活アートクラブ 「青森ひば精油」 

・生活クラブエナジーの自然エネルギーの円

グラフが書かれていたので、改めて日本国内

のエネルギーの割合を見てびっくりしまし

た。今回はエネルギーに関しての記事には全

て目を通しました。 

・地域の仲間たち「ねこの縁がわ」の記事、

興味がわきました。近くにこのような場所が

あったら覗いてみたくなります。お茶などが

飲める場所なのでしょうか。具体的な説明が

あると入りやすいと思いました。 

～みなみ風 6月号 モニター意見・感想～ 

(有)生活アートクラブ 
代表 富士村 夏樹さん 

⇒＜Facebook ねこの縁がわ みぃの家＞ 

で活動内容が確認できますよ♪ 
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昨年から、娘の通う小学校の PTA バレーボールチームに

所属しています。バレーは楽しんでやっていますが、譲り

受けたユニフォームの芳香剤臭にまいっています。洗って

も洗っても匂いが取れない！しかも下着や上着に移る！ 

ヱスケー石鹸によると、芳香剤の匂いは紫外線に当てて

根気よく分解させるしかないそうで、私のユニフォームは

ほかの洗濯物よりも長くベランダにぶら下げていました。 

おかげで一年かけて匂いが和らぎ、よしよしと思ってい

たのですが、この春卒業生を迎えて 

ユニフォームがシャッフルされ、新 

たにピカピカ芳香剤臭のする子が私 

の元に…（涙） 

えぇい、また鍛え直して（？） 

やる！と決意新たにしました。 

    (関口 江利子） 

みなみ風 2019 年 8 月号 参加申込用紙 

    配達便で各センターへ提出、デポー組合員はレジで提出。 

    または 23 区南生活クラブ生協事務局に FAX 3426-9911 してください。    

■氏名：（ふりがな） ■TEL： 

■住所： ■メールアドレス： 

■まち名： ■班・個配・デポー（いずれかに○を） ■組合員コード（配達明細などに記載）： 

■参加の方は□に✔を入れてください。 

 
 □ 9/ 6 ビオサポ講演会に参加します     □託児希望 お子さんの名前（      ）年齢（   ） 

 □ 9/14 いのちと水の連続講座に参加します  □託児希望 お子さんの名前（      ）年齢（   ） 

 

■お友達を紹介してください。紹介してくださったあなたに素敵なプレゼントを差し上げます。 

○お友達の氏名           住所                   TEL       

 いただいた個人情報は組合員活動の目的にのみ使用します。 

託児を希望された方は主催者から連絡しますので、携帯電話番号とメールアドレスを記入してください。連絡がつかない場合は託児をお受けできません。 

加工食品・外食産業の落とし穴 
~ビオサポ講演会～ 

野本健司氏シリーズ第 3 弾！今回は加工食品と外食産

業に潜むちょっと怖い話をお聞きします。あなたとあ

なたの家族の健康をどう守るか。 

◆日時：9月 6日(金)10:30～12:45 

◆場所：生活クラブ館 201(世田谷区宮坂 3-13-13) 

◆講師：「食の安全を考える会」代表 野本健司さん 

◆参加費：資料代 200 円（ゲスト 300 円） 

◆定員：25 名 

◆託児あり： 託児定員 5名（応募多数の場合抽選） 

エッコロ加入者：無料・エッコロ未加入者：500 円 

◆託児〆切：8月 23 日(金)  

◆申込〆切：8月 30 日(金)  

※申込多数の場合、抽選となります。 

2019 年度生活クラブの学校 ＜いのちと水の連続講座＞ 
第１回 あなたは何を使って洗っていますか？ 

～ＣＭに惑わされない洗剤の選び方～ 
 

◆日時：9月 14 日(土)10:30～12:30 （受付 10:15～） 

◆場所：大田区立消費者生活センター 第 5集会室 
（大田区蒲田 5-13-26 ＪＲ蒲田駅東口徒歩 3分） 

◆講師：長谷川 治さん（洗剤・環境科学研究所 代表） 

◆参加費：組合員 500 円、一般 800 円 

◆託児あり：託児定員 5名 
エッコロ加入者無料、未加入者・ゲスト 1000 円 

◆託児〆切：8月 30 日(金) 

◆申込〆切：9月 11 日(水) 

 
主催：生活クラブ生活協同組合・東京 

企画運営：23 区南生活クラブ生協 

2019 年 6 月 4 日 第 25 回通常総代会が行なわれ、すべての 
議案が採択されました。 

第 1 号議案 2018 年度活動・事業報告および決算、剰余金 
処分の承認 
出席総代 165  賛成 144  反対 1  採択 

第 2 号議案 2019 年度活動方針および事業計画・予算の決定 
出席総代 166  賛成 144  反対 5  採択 

第 3 号議案 役員報酬限度額の決定 
出席総代 166  賛成 151  反対 0  採択 

第 4 号議案 定款の改定について 
出席総代 166  賛成 152  反対 0  採択 

第 5 号議案 総代選挙規約の改定、総会及び総代会運営規約 
廃止・新設について 
出席総代 166  賛成 152  反対 0  採択 

第 6 号議案 役員選挙について   拍手確認 
第 7 号議案 次期役員選挙管理委員の選任 

出席総代 166  賛成 151  反対 0  採択 


