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NPO 法人 JFSA は、古着を回収しパキスタンや
国内で販売することで、子どもたちが無料で通う
学校アル・カイールアカデミーの支援を行なって
います。生活クラブでも 2000 年から呼びかけを
開始し、のべ 33,000 人以上の組合員が参加し
てきました。

すべての品物は他のどなたかが再び利用します。
しみや毛玉などのないもの、洗濯済みのものをお願いします。

〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-10
NPO法人JFSA 千葉センター

JFSA　古着回収 検索

2012 年よりはじまったコミュニティの活動は、430 のコミ
ュニティに15,162 人もの組合員が参加するまですすんでい
ます。このコミュニティづくりは、有事の際のたすけあいは
もちろん、顔の見える範囲でつながろうというものです。
今回は 23 区南と多摩南から 2 つのコミュニティをご紹介
します。

　太子堂 4・5 コミュニティ（まちせたがや） リーダー：金井 えり子さん

年2回、定例で集まる茶話会の他に、図上演習やライフプ
ラン講座などを開催したこともある太子堂4・5コミュニテ
ィ。「消防署職員を講師に迎えてのAED講習会は、地域に
も参加を呼びかけて、組合員でない参加者から『生活クラ
ブはこういう活動もやっているのね」との声をもらい、地

域でのひろがりを実感した」そ
うです。また「高齢を理由に生活
クラブを辞められた方にも継続
してコミュニティ参加を呼び掛
けています。大切にしたいつなが

りです」。
継続の秘訣を伺ったと
ころ「私の場合、一緒に
活動する岩崎さんの存
在がとても大きいです。
ちょっとしたことも相談しながらすすめています。
コミュニティ活動はひとりで抱え込まないことが

大事。最初から大きくしようとせず、
パートナー探しくらいからはじ

めでは」とのこと。ぜひ実
践してみたいですね。

　百村コミュニティ（まち稲城） リーダー：藤樫 怜子さん

こちらのコミュニティは昨年10月に立ち上げられたばか
り。それでも、これまで3回の集まりを持ってきたそうです。
「私が食いしん坊なのでおいしいもので集まれたらいい
なと(笑)」と藤樫さん。壺焼き芋や、羽釜ごはん、おいし

いものシェアなどの
楽しい企画は、実は
ご主人の協力があっ
てこそ。じっくり文
章にして発信するの
が得意な怜子さん
と、場づくりにコミ
ュニケーション力を
発揮するご主人、そ

れぞれ役割分担しながら、お互いのや
りたいこと、発信したいことをコミュ
ニティを通して実現しています。

現 在 の 課 題
は、エリア内
の40人近い組
合員といかに
つながるか。藤樫さんの持つつなが
りを駆使して、まだ組合員でない方
たちにSNSを活用して参加を呼び
掛け、地域に門戸をひろげているの
も新しい在り方。枠にとらわれない
活動にこれからも期待しましょう。

▲金井さん(左)、　岩崎さん(右)

・シーツなどの大きい布で包むか、ゴミ袋(二重にして下さい)、または
紙袋に入れ、ヒモで十文字に縛って、郵便、宅配便でお送りくださ
い。包装は簡単にお願いします。

・段ボール箱は使わないでください(保管場所、作業効率の問題のため)。
・古着の回収は支援事業であり、リサイクル活動です。JFSAまでの送

料のご負担をお願いします。
・送り状のお名前の後に、団体名の「生活クラブ東京」と「荷物の重
さ」をお書きください。

・ご協力いただいた方には、JFSAより活動情報をお送りします。

Vol.7

▲企画の参加呼びかけのための
お知らせを作成して

2020年度は476のコミュニティ形成をめざしています。
　　　　 コミュニティに関しては、お住まいの

地域の生活クラブまでお問合せください。

詳しくは電話
　　またはWEBで

※受付品目や送り方などの詳細はお問合せください。

受付期間 ： 到着まで6月1日（月）～ 7月31日（金）

生活クラブを含めて各地から集めら
れた古着類は、JFSA の千葉セン
ターで仕分けされます。毎回たくさ
んのボランティアが参加してパキス
タンへ送るためコンテナへの積込み
作業が行なわれますが、4 月に予定
していた積込みは、新型コロナウイ
ルス感染拡大の懸念から延期され
ました。パキスタンでも感染は拡大
し、休校や外出禁止令が出された
都市もあるとのことです。

▲「世代を超え、つな
がっていきたい」と
藤樫さん

☎043-234-1206 (木曜日定休)
※直接持ち込みの方は期間中の日曜日（13:00～17:00）

　中古・新品　＜寝具・衣類以外＞・毛布/綿毛布・タオルケット・シーツ/掛敷ふとんカ
バー（敷パッド不可）・カーテン(レース可)・タオル/ハンカチ類(新品と中古は分けて下
さい)・テーブルクロス(大きいサイズ)・服地(２m以上、反物可) ・靴(新品同様、ロングブ
ーツと上履きは不可) ・ベルト(革製品のみ)・ネクタイ・大人用手袋(新品同様)・帽子(麦
わら不可)・スカーフ・ストール（春夏物のみ）・バッグ(スーツケースも可)・ポーチ/財布類
(カビ、傷み注意！)　
＜男性衣類＞・Tシャツ/Yシャツ/ポロシャツ/カジュアルシャツ（半袖・長袖）・ジャンパー
/ジャケット/ダウン/コート・革ジャン・短パン（水着不可）・セーター類（夏物、カーディ
ガン、ベストも可）・ジャージ（学校用不可）・ジーンズ
＜女性衣類＞ 新品に近いもの（国内販売用）
・ワンピース・ジャージ（学校用不可）・スパッツ・セーター類（夏物、カーディガン、ベス
トも可）・ジーンズ（７分５分丈不可）
＜子ども服＞今回は受付けしません。

　新品のみ　・女性用下着（ブラジャー、ガードル、ボディスーツの3点は中古も可）・男
性用下着（半袖、ランニング、ブリーフ、トランクスの4点は中古も可）・靴下（ストッキン
グは不可）・エプロン・パジャマ・枕カバー・毛糸/レース糸（使いかけは不可）
　その他　・未使用切手・書き損じハガキ・未使用カード類、金券類（換金してJFSAの
目的に沿って使います）

▲手製の紙帯を撒いてポストイン。
「目を引くようで意外と見てもらえるんです。
お金もかからずオススメ ( 金井さん )」

▲おいしいものを食べ、楽しい時間を過ごす、
それだけでつながりを感じます

▲この日は羽釜ごはん炊き。
「エコストーブでの調理は
完全に夫の趣味 ( 笑 )」

新型コロナウイルス感染拡大で休校に。
家で学校ごっこをする子どもたち

送り方 送り先・問い合わせ先

受付品目
お願い

古着の
送り出し

古着・毛布回収
パキスタンのスラムで暮らす子どもたちの自立支援JFSA

ご協力ください
に

もむら

新型コロナウイルス感染拡大の予防措置のためパキスタンでの物流が滞り、予定したコンテナの送出
しが遅れています。JFSAでは倉庫の在庫スペースを確保する必要があり、今回は受付品目を減らし
ています。どうぞご理解いただき、ご協力をお願いします。

コミュニティ活動は
パートナー探しから

情報発信と
場づくりを
役割分担





東京理事の リレーコラム 
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展示即売会

困難な時を一緒に乗り越えましょう
東京都に緊急事態宣言が発動され２ヶ月余り。外出を自粛する
ことで、あたりまえに過ごしていた日常生活は一変し、日々変化
する生活に不安や戸惑いを感じ落ち着かないことと思います。そ
して何より今まで過ごしてきた日常の生活がどんなに大切なもの
かを考えるそんな日々が続いています。私たちが 50 年以上すす
めてきた活動も自粛しています。しかし、生協の一番の要である
共同購入は止まることなく、消費材が組合員の元に届いています。
そこには、生産、消費だけでなく配達する職員やデポーを運営
するワーカーズの存在が大きく、今まであたりまえに過ごしていた
ことのありがたさをあらためて痛感しています。自粛することは不
自由さを感じますが、自粛しているということも家族や人のため
にできるたすけあいの一つです。一人ひとりが何をすべきか、で
きることを自分で考え行動し、この困難な時を一緒に乗り越えて
いきましょう。　　

　　　　　　　　（生活クラブ東京　理事長　増田和美）

●エッコロたすけあい制度細則改定について　●生活サポート基金への
融資について　●第52回通常総代会　役員補充選挙に伴う全体枠の役
員立候補の推薦について　●定款の一部改定および規約類の改定につい
て　●総代会運営および総代会招集通知、議決事項について　●保育
園ぽむ・向原の2020 年度エッコロファンド活用について　●阻止ネット主
催学習会への参加について	

月　理事会報告　議事抜粋

●詳細・お申込みは WEB から！

実際に見て、ふれて、たしかめて購入で
きる、もう一つの共同購入です｡

問
合
わ
せ

事業企画課	
ＴＥＬ 03-5426-5206

豊かな自然の中で、農業体験やキャンプ
などが楽しめる生活クラブの施設です｡
企画主催は、ワーカーズ草の実。

協同村

問
合
わ
せ

協同村ひだまりファーム
あきる野市戸倉 863

ＴＥＬ 042-596-0103

●入村料：510 円（4歳～小学生 310 円）
※繁忙期710円（4歳～小学生510円）
※繁忙期（4/15～ 5/15、7/1～ 8/31）
●駐車料：600円／１日　
●６月の休村日 ：毎週火曜日水曜日（祝日は開村)
※イベントは要予約です。イベント料金には入村料、駐車料
は含まれていません。

●石窯ピザ焼き体験
6 月14日（日）28日（日）7 月12日（日）23日（木）
24日（金）26日（日）11:00 ～ 13:00
参加費：1,600 円 /人
ピザ生地を伸ばし、トッピング、石窯に入
れ焼きます。

●デポー国分寺 展示会
6 月6日（土）7日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合わせ：デポー国分寺
（国分寺市泉町 3-33-2）

TEL : 042-359-5160

●デポーすぎなみ永福 展示会
6 月13日（土）14日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合わせ：デポーすぎなみ永福
（杉並区和泉 3-7-1）

TEL : 03-6265-7591
※メガネの展示即売も同時開催

●デポー西東京 展示会
6 月20日（土）21日（日）10:00 ～ 17:00
会場 & 問合わせ：デポー西東京
（西東京市泉町 3-12-25）

TEL : 042-439-7780
※メガネの展示即売も同時開催

●天地堂 ランドセル
ランドセル専門店の天地堂が自信をもってお
勧めします。
ランドセルお買い上げの方にもれなく、＜木製
ネームタグ＞をプレゼント!　今なら組合員価
格で購入できます！カタログご希望の方は、お
電話でお申し込みください。

スーツ、ジャケットの展示会。クールビズに
最適なワイシャツが 1枚からお仕立てできま
す。メンズシャツ作りから得た仕立ての良さ
を多く取り入れたレディースシャツもお仕立て
いただけます。

●はちみつ絞りとミツバチの話
6 月28日（日）10:00 ～ 11:30
参加費：700 円／1人、遊ぼうパン300円

●べに花染め
7 月24日（金）10:00 ～ 12:30
参加費：2,000 円／1人
べに花で染めます。布代別

4
生活クラブの学校 

【食農共育講座】NPOコミュニティス
クール・まちデザインとの共催企画
会場は記載のあるもの以外、生活クラブ
館（世田谷区宮坂3-13-13）。受講料は組合員価格。

●江戸時代の野菜事情と料理書
に見る野菜料理（全2回）
6 月18日（木）10:30 ～ 12:30（座学）
7 月9日（木）10:30 ～ 12:30（実習）
講師：江原絢子さん（東京家政学院大学名誉教授）
受講料：2回連続 3,990 円
※別途食材費 800 円程度が当日集金となります。

江戸時代にはどんな野菜が食べられていたの
か、学びながら料理して食べてみます。

●女性の養生法
～漢方的に循環器系を強くする～
7 月1日（水）10:30 ～ 12:30
講師：邱紅梅さん
（中医師、桑楡堂薬局顧問、北京中医薬大学非常勤講師）

受講料：1,425円
夏ならではの養生法から漢方薬の臨床応用
まで学びます。

旬を知り、季節を大切にした食生活を提
案する生活クラブの料理教室｡

NEW！ ワンコインで気軽に体験レッスン！

ハンバーグをおいしく仕上
げるコツをお伝えします！
7 月7 日（火）10:30 ～ 12:00受講料 500 円

詳しくは、BELLEのWEBサイトをご覧ください。

問
合
わ
せ

クッキングスタジオ BELLE
世田谷区宮坂3-13-13
ＴＥＬ 03-5426-5213

＜これからお申込みいただける教室＞
コースレッスン
・6/13（土）男の手料理
・6/20（土）基礎から学べるおうちごはん
１ DAY レッスン
・6/2（火）	おうちパン
・6/6（土）	世界の料理（ハーブ料理）
・6/19（金）セミナー＆クッキング
・6/23（火）世界の料理（スパイスでつくるカレー）
・6/25（木）おうちごはん（うなぎ鍋など）

クッキングスタジオ　BELLE

●踏み出そう！脱プラスチックに向
けての第一歩 ～私たちの便利な
食生活と廃プラスチック～
6 月20日（土）14:00 ～ 16:00
講師：原田禎夫さん（大阪商業大学公共学部准教授）
受講料：1,425円
脱プラスチックに向けた海外の動きを学び、
今、私たちが何をすべきかを考えましょう。

太巻き寿司・焼きなす・玉子豆腐のすまし椀  

【太巻きを上手に巻きましょう。だしもとります】 6/27

お料理にもうちょっと自信を持ちた
いという方にもおすすめです。「買っ
て来るもの」「外で食べるもの」と決
めつけていた料理をご自宅でおいし
く作るためのコツとテクをお伝えしま
す（講師　石川先生）

耳なじみのある和洋中の家庭料理をつくるク
ラスです。

毎月第４土曜日　
10:30 ～ 13:00

１DAY おうちごはん
（土曜日開催）

受講料 4,300 円
※写真はイメージです

切り取って下の部分を提出してください

センター
デポー

組合員
コード

氏名 電話番号 提出日

/
事務局記入欄

センター／デポー 東京本部

／
印

／
FAX送信用

※原版はセンター保管

生活クラブ東京WEBサイトからも提出できます。みなさんの声をお待ちしています。 生活クラブ東京　わたしの声 検索

※ご記入いただいた情報は目的以外、または次の条件以外では第 3者に開示しません。
①ご本人の同意がある時　②ご本人と特定できない状態で開示する時　③生活クラブの関連団体、提携先より回答することが望ましい場合。

生活クラブや消費材への意見・
要望、企画申込みはこの用紙で。

回答は、組合員活動の経験を活かして
専任スタッフがお答えしています。

〈お願い〉ご記入の内容について該当項目に○をつけてください。
①提案・要望・質問　②みんなに伝えたいこと　③ジョイエスの感想　④企画申込み　⑤その他
●質問には 2週間程度でお答えしていますが、詳しい調査が必要な場合などさらに時間をいただくことがあります。
※事故品の連絡は現物を保存のうえ、すぐに配送センター・デポーにお電話ください。生鮮品の報告は翌週までです。
※配送をご利用の方は配達便に、デポーをご利用の方は各デポーのフロアーワーカーズまでご提出ください。

※参加者全員のお名前と年齢をお書きください。

①氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　歳）

③氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　歳）

②氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　歳）

④氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　歳）

ご希望のイベント名を
ご記入ください

Aわたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q: 生活クラブの電気の共同購入を検討していますが、
非常時など、切替え後のことが心配です。
A:生活クラブでんき切替え後もそれまでと同じ送配電網で電力供給
が行なわれるので、停電の可能性や電気の品質は変わりがありません。
また、非常時などで生活クラブでんきの電力調達が不足しても地域の
送配電業者により自動的に補給が行なわれます。

生活クラブでは自然エネルギーを選び、電気の共同購入をすすめ
ています。生活クラブでんきへの切替えは、（株）生活クラブエナジー
までご連絡ください。エナジーWEBサイトでもお手続きいただ
けます。
※契約中の電力会社への解約手続きは不要です。

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212

生活クラブエナジーコールセンター
ＴＥＬ 0120-112-075
月～金	9:30 ～ 17:30（土日、年末年始、夏期休業日等を除く）
組合員コードがわかるもの、検針票をご用意のうえ、
ご連絡ください。

生産者がミツバチの話をしてくれます。はち
みつ絞りを体験して、お土産付き！オプション
で遊ぼうパン！
※参加者多数の場合は抽選。

会場は記載のあるもの以外、生活クラブ
館（世田谷区宮坂3-13-13）。

●「エッコロコーディネーター学習会」
6 月12日（金）10:30 ～ 12:30
講師：香丸眞理子さん
（特定非営利活動法人 ACT・人とまちづくり	理事長）

受講料：無料
エッコロコーディネーター登録と活用に向け
て、コーディネーターの心構えや注意点を伺
います。

【地域福祉政策委員会主催】

問
合
わ
せ

共済課	
ＴＥＬ 03-6862-5217

★便利なインターネット注文 「e くらぶ」を登録しよう
毎日を忙しく過ごすあなたにぴったり！	
カタログをひろげて注文書に記入する手間
なく、画面からカンタン
に注文できます。 生活クラブ　e くらぶ 検索

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、企画が中止・延期になる場合もあります。ご了承ください。

・・ ・・


