


≪ 2≫≪ 3≫

　月27日から江東区東雲に新センターである
江東センターが開設されました。1月の臨時総
代会を経て、都心部での配送の充実のため、セ
ンターの再編統合となりました。再編時期が、
新型コロナウイルス感染拡大に伴う物流の急
増と重なり、配達の遅延など該当エリアの組
合員の方には、たいへんご迷惑をおかけし申
し訳ありませんでした。

　国的な宅配需要の急増で、生活クラブでも
4月は配送の受注金額が前年同週の130％以

上という激増でした。トラックや配送人員を急
に増やすこともできず、倉庫作業・積込み・配
達に多くの時間がかかりました。また、感染防
止対応のひとつとして在宅でも希望の方には、
「置き配」などの対応を実施しました。

　定した供給を継続するために、5月8日から
は一定期間新規加入の受付を休止する状況に
もなりました。感染拡大に伴い物流だけでな
く、組合員活動も自粛を余儀なくされまし
た。

▲︎配達対応のひとつ「置き配」

▲︎ 4月 27日から稼働した江東センター。新センター開設は、2007 年の世田谷センター以来

▲︎消毒や手袋、時間短縮等
　デポーでも対策を実施
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野菜の年間予約取組み
　季節の野菜を1年間毎週お届けする「予約・あっ
ぱれはればれ野菜おまかせ４点セット」。取組みは
首都圏を中心とした7単協で10,000セット、東京で
は3,600セットを目標にしていました。

　昨年から事前予約活動をスタートし、取組み開
始の4月までに、東京では4,750セットの予約があ
り、全体でも目標を達成することができました。現
在も旬の野菜が毎週届いていることと思います。年
間予約の取組みは、大きなチャレンジ。注文された
方、ぜひご意見をお寄せください！

【報告】 CO･OP共済の

  インターネット加入手続きが
　　　　 できるようになりました

①インターネットなら
　24時間365日お申し込み可能！
　日中忙しい方も、いつでも加入申し込みが
　できます。

②保障開始までの期間が大幅に短縮！
　書面でのお申し込みと比較して、保障開始
　までの期間が大幅に短縮。

③ご家族の方も同時にお申し込み
　できます！
　満20歳未満のお子さんやお孫さんの
　加入申し込みも同時に可能です。

３つの
メリット

生活クラブ インターネット 共済加入手続き 検索

＊インターネット加入手続きの際、組合員番号が必要となります。
　組合員番号がわかるものをご用意ください。

詳しくはWEBで スマホの方は
こちらから▶︎

「e くらぶ」からも消費材情報を検索できます！ ▶︎

は
て
な
の
解
説

取材中、和高スパイス（株）さんがさらにおすすめして
いた消費材は、「おろししょうが・チューブ」と「冷凍お
ろししょうが」。「しょうがの繊維まで味わえるから、ぜひ
お試しください」とのことでした。

どれでも同じじゃない「わさび」の風味
市販のチューブわさびに多く使われるのがホースラディッシュです。ホース
ラディッシュは強い辛みが特徴で、輸入品も国産品もあり、ステーキなど
の薬味にも使われます。また、消費材の冷凍わさびは、おろしたての本
わさびのみをパックに詰めたフレッシュな味わいです。

本物のわさびの
爽やかな風味





東京理事の リレーコラム 
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展示即売会

「インクルーシブな社会をめざして」
｢インクルーシブ事業連合｣ って聞いたことありますか？設立され
たのは 2012 年 3月、8 年前のことです。高齢者も子どもも、外
国人の人も、病気療養中の人も、求職中の人も、障がいのある
人も、どんな状況にあっても社会から排除されることのない、色々
な人がいてあたりまえの地域社会をつくることが目的です。イン
クルーシブとは、異質なものが交じり合って美しい様相を示す状
態のこと。地域で活動する生活クラブ運動グループの９団体で
運営しています。主な活動は、市民版地域福祉計画を作るため
の支援や、地域で福祉的な活動を行なう団体に助成 (インクル
ファンド)を行なうことです。インクルファンドの財源はサポーター
からの寄付 (1ヶ月1口 300 円 )で成り立っています。あなたも
サポーターになってインクルーシブなまちを一緒に作りましょう。
　　　　　　　　（生活クラブ東京　副理事長　田中のり子）

●新型コロナウイルス感染症への対策として、配送加入希望者への受入れ停止に
関する状況と今後の部分的受入れ再開について　●東京電力福島第一原発事故
後の ALSP 処理水の処分案に反対するパブリックコメント提出　●生活クラブ連
合会および生活クラブ共済連の役員推薦について　●東京理事会議事録の押印
代行について　●新型コロナウイルス感染拡大下における業務執行に対する特別
手当等の支給について　●協同村の当面の利用

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　
● 7 月はお休み無しで開村　
※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。

●生活クラブ赤堤館　常設会場
10:00 ～ 16:00
会場 & 問合わせ：生活クラブ赤堤館

（世田谷区赤堤 4-1-6）

TEL : 03-3324-4502
定休日：水・日（祝日の場合営業）
※夏季休業：8 月 9 日～ 16 日
スーツ・ワイシャツのお仕立ては通年赤堤館
で、受付いたします。クールビズで役立つパ
ンツのみ、半袖ワイシャツもお仕立ていただ
けます。

●かたやま工芸内覧会
7 月23日（木）～ 28日（火）12:00 ～ 18:00
会場：吉祥寺第一ホテル ギャラリーケイ

（武蔵野市吉祥寺本町 2-4-14）

一年に一回のお得なジュエリーイベントです。
ギャラリー開催なのでゆったりとした環境で
お過ごしいただけます。かたやま工芸の職人
三兄弟が創る新作ジュエリーは様々な希少石
を使用し、個性豊かな品ぞろえとなっており
ます。大人気企画のリフォーム・修理加工相
談も合わせて承ります。
組合員の方には割引特典もございますので、
ぜひご来場ください。

●東京真珠からのお知らせ
銀座の地で約 60 年、真珠、ダイヤモンドの
大卸をしている宝飾品総合卸商社です。組合
員に直接提供できるので高品質・低価格で
ご購入いただけます。
会場：東京真珠（株）銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

◎ブライダル企画
落ち着いた雰囲気の中でお二人の大切な
ジュエリーがお選びいただけます。（要事前予約）

◎パスポートカード会員募集中
展示会に、ご都合がつかなかった方におス
スメです。生活クラブと東京真珠で特典満
載の企画です。このカードをお申込みいただ
きますと東京真珠銀座店において生活クラブ
展示会と同様のサービスが受けられます。
特典内容　
①カードを提示するだけで定価の 30％　　
　OFF（一部除外品あり）。
②ご購入いただいたパールネックレスの糸替
　え加工代金を永久サービスなどなど。

切り取って下の部分を提出してください

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

※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。

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

●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。
軽くて丈夫な牛革に表面防水加工 ! 6 年間快
適に安心して使えるかを研究し、職人が心を
込めて一つ一つ手造りしています。

●石窯ピザ焼き体験
7 月12日（日）23日（木）24日（金）26日（日）
8 月9日（日）10日（月）13日（木）14日（金）
15日（土）23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。

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

ご希望のイベント名を
ご記入ください

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の講
座は、新型コロナウイルス感染拡大の状
況を鑑み、8 月末までの講座が基本的に
中止となっております。まことに申し訳
ございません。
詳細につきましては、CS まちデザイン
の WEB サイトでご確認ください。

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｡

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

調理では分解しないカビ毒。ナッツ類
の見分け方を知り、安心してピーナッツ
をお料理に使いましょう。(BELLEマネー
ジャー・セミナー講師 近藤さん )

生活クラブだからできるお教室

１DAY セミナー＆クッキング 
（金曜日開催）

毎月第３金曜日
10:30 ～ 13:00

話題の食材をテーマにしたセミナーと、テーマ
食材を使ったメニューのお料理レッスン。

【気になる輸入ナッツ類の発がん性カビ】

受講料 4,300 円
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油そうめん・ゴーヤの味噌ピーナッツ和え

受講料 500 円

受講生人数の制限など新型コロナウイルス
感染防止対策を実施し開講します。詳しく
は、BELLEWEB 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
・7/11（土）男の手料理
・7/18（土）基礎から学べるおうちごはん
１ DAY レッスン
・7/4  （土）世界の料理（ハワイアン料理）
・7/25（土）おうちごはん（土曜日開催）

クッキングスタジオ　BELLE

●秋川で魚釣り
8 月2日（日）10:00 ～ 14:30
参加費：2,100 円／ 1 人
秋川でハヤ釣り体験。釣り方は秋川地域独
特の方法伝授（ニジマス 2 匹付）。
※小学生対象、要保護者同伴。

●石窯で焼くライ麦パンとスモークチーズ
8 月8日（土）10:00 ～ 15:00
参加費：2,500 円／ 1 人
生地ねり、醗酵、成型、窯入れから窯出しま
で行います。空いた時間でチーズをスモーク
します。

●藍の生葉染め
8 月9日（日）10:00 ～ 12:30
参加費：1,200 円／ 1 人
藍の生葉で染めます。この時期ならではの空
色に染まります。布代別。

鮎ご飯・夏野菜の焼き浸し・とうもろこしと焼
きししとうの味噌汁 

【季節の食材をたっぷり使い夏を乗り越えましょう】 7/30

だしの香りをかぐと心が落ち着きます
ね。心と体にすっとしみこむ、旬の食
材を使った和食…おいしく作るコツを
お教えします（講師　石川先生）

だしをとるところから、丁寧にお料理します。
毎月第４木曜日　
10:30 ～ 13:00

（7 月は第 5 木曜日）

和食をもっと食卓に！

１DAY おうちごはん
（木曜日開催）

受講料 4,300 円

５

生活クラブ共済連の
高齢者・障がいをもつ方の
ための相談窓口

03-5285-9031
受付：毎週木曜日
10：00 ～ 16：00

組合員およびその家族で高齢者・障がい者の方が、成年後見制度、
財産管理、介護契約・サービス不服申立、遺言作成等に関する相談
ができるように「第二東京弁護士会」と連携して、高齢者・障がい者
の方を担当している所属弁護士を紹介できる相談窓口です。

組合員

相談窓口 弁護士

❶電話相談
❸直接相談
相談内容に応じた弁護士と直接
相談することができます
＊面談相談が基本で有料（別途案内）

❷弁護士の紹介
高齢者・障がい者を担当する
弁護士を紹介します

受付事例の紹介
●父親がなくなり、母
親 が 認 知 症 なの で、
成年後見と相続に関す
る相談をしたい。

●父親が認知症に…。
しかし、後見人でない
ため、定期預金が解約
できずに困っている。

●母の後見人になり
たいが、兄弟に反 対
されている。誰かに
相談したいけれど…。

相談窓口：生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会
生活クラブ共済連の相談窓口の受付事例として、成年後見と相続に
関する相談が多くあります。また、将来の不安に対する準備としての
相談などもあります（下の内容を参考にしてください）。

インクルーシブ事業連合

「インクルーシブ事業」について
詳しくはこちらから▶

※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。

2021 年度 版ランド
セルカタログご希望
の方は、お気軽に電
話にて請求ください。

新型コロナウイルス感染防止対策のた
め、状況により一定の利用制限をする場
合があります。詳しくは WEB サイトも
しくは直接協同村までご連絡ください。


