


東京理事の リレーコラム 
コロナ禍をこえて、

「食の自治・自給」の思想を根付かせよう
「日常」が如何に尊く愛おしいことか…コロナが世界中に猛
威を振るい始めた3月以降の数か月の実感ではないでしょ
うか。特に国境が封鎖され人やモノの移動が制限されたこ
とに驚き、また恐怖を覚えました。今日の経済活動は多く
がグローバルな領域で展開されており食料も例外ではあり
ません。国境の封鎖やアメリカなど食料輸出国の生産現場
の封鎖によって食料危機がおこるのかどうかは識者の間で
も見解がわかれていますが、現在、食料の生産国のいくつ
かの国が輸出制限をおこなっていることは確かです。また
この事態が長引けば楽観的ではいられなくなるのも確かで
しょう。生活クラブは長い時間をかけて産地や生産者との
信頼関係を築きながら独自の食料の自治・自給のシステム
をつくりあげてきました。国や企業にお任せにしないで、生
産と消費の分断を避け協力しながら双方にとって持続可能
性があるシステムです。今回の事態で明らかになったように
このシステムがあることで組合員が安心を得ることができて
います。コロナごときに負けるわけにはいきません。これか
らも志を同じにする産地や生産者を広げ、この国に「食の自
治・自給」の思想を根付かせていきたいと思います。

（生活クラブ東京　前専務理事　村上 彰一）
※ 6 月に生活クラブ東京専務理事を退任し、生活クラブ連合会専務理事に就任。

●「六ヶ所再処理工場」審査書案へのパブリックコメント提出について　● 7 月以降の活動関連につ
いて　●サステイナブルフェス！今後の組み立て　●新型コロナウイルス感染症への対策に関して、配
送加入希望者受入れ停止に関する状況と今後の受入れ再開について　●エッコロガイドブック配布
方法の変更について　●監査意見への回答について　●下半期以降の拡大受け入れに向けたセン
ター再編について　●生活クラブエッコロこども基金の今年度助成内容および審査会委員選出につ
いて　●デポーカフェ企画「子育て介護なんでも相談」と ACT のアピールについて　●首都圏若者
サポートネットワーク「第 2 回若者おうえん基金報告会」の案内　● 2020 年度個別役員報酬額の
決定について　●特別手当の追加支給について　● 2020 年度居住支援事業の取組みについて

月　理事会報告　議事抜粋

わたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q: 生活クラブではカタログ類のリサイクルをしています
が、自治体の回収とどちらに出した方が良いのでしょうか？
A:自治体の回収では、いろいろな紙が混じり品質が一定しない
ため「雑紙」というグレードでリサイクルされています。一方生
活クラブのカタログ、チラシ類に限り古紙として自主回収すれば、
品質が一定し自治体回収よりも質の高い「家庭紙」にリサイクル
することができますので、ぜひ生活クラブの回収にご協力ください。
現在は回収したカタログ類は古紙業者に引き取られ、市販の家
庭紙の原料としてリサイクルされます｡ 将来的には再び生活クラ
ブのカタログ用紙原料にリサイクルされることが目標です。

A

また使用済みの「注文書」は、提携生産者・
新橋製紙㈱の無漂白ロールペーパーシング
ルソフトの古紙原料の一部に再利用されて
います。

《3》 《2》

展示即売会

●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　
● 8 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。

●石窯ピザ焼き体験
8 月9日（日）10日（月）13日（木）14日（金）
15日（土）23日（日）9 月13日（日）19日（土）
20日（日）21日（月）11:00 ～ 13:00
参加費：1,600 円 /1 人
ピザ生地を伸ばし、トッピング、石窯に入
れ焼きます。

●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（日）～ 16 日（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。

●東京真珠のサマーフェア
7 月 8 日（水）～ 8 月31日（月）まで
11:00 ～ 19:00（火曜定休）

全品通常価格より30％ OFF（特別価格を除く）。
さらにリフォームやリペアも 30％ OFFと大変
お買い得となっています。混雑緩和のため、
開催期間を長くしています。ご都合のよろしい
時にぜひご来店ください。
会場：東京真珠（株）銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

◎パスポートカード会員募集中
サマーフェア展示会に、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、
いつでも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。

●天地堂 ランドセル
組合員価格で購入できるのは、12 月末まで !
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。
人気カラーから品切れになります。ご注文は
お早めに！！ 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 ! カタ
ログご希望の方は、お電話ください。

●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
特の方法を伝授（ニジマス 2 匹付）。
※小学生対象、要保護者同伴。

生活クラブの学校 

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！
9 月10 日（木）10:30 ～ 12:00受講料 500 円

＜これからお申込みいただける教室＞
コースレッスン
・8 / 8 （土）男の手料理
・8/22（土）基礎から学べるおうちごはん
１ DAY レッスン
・8/27（木） おうちごはん（木曜日開催）

鯵フライ・ひじきの煮物・かきたま汁 

【鯵を三枚におろし、衣をつけて揚げます  Let's try！】 8/29

出汁をひき、魚と乾物を扱う学び満
載のクラス。頑張ったご褒美は最高
においしいサクッフワッアツッの鯵フ
ライです。（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
（8 月は第 5 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

●地域の子どもを地域で見守る
生活クラブエッコロこども基金スタートフォーラム
9 月5日（土）14:00 ～ 16:00
講師：栗林知絵子さん

（NPO 法人 豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク理事長）

会場：生活クラブ館スペース 1-2
（世田谷区宮坂 3-13-13）

参加費：無料（託児はありません）

参加申込み締切り：8 月28日（金）
主催：生活クラブ・東京
後援：生活クラブ運動グループ・インクルーシ
ブ事業連合
生活クラブエッコロこども基金の紹介、運動
グループの活動報告もあります。
※ 新型コロナウイルス感染予防のため、参加者は先着 30 名。
※ WEB 配信も予定のため、ご希望の方はご連絡ください。

問
合
わ
せ

たすけあいネットワーク事業部
ＴＥＬ 03-5426-5207

※ＣＳまちデザイン開催の学校企画は、一部を除き 8 月まで中止しています。
　感染症状況によって   その他の企画についても変更の場合があります。最新情報は各企画の問合わせ先にご確認ください。

●きく屋宝石店 ジュエリー修理 &
リフォームフェア
9 月8日（火）～ 27日（日）10:00 ～ 19:00
日曜・祝日は 18:30まで
会場：㈱きく屋宝石店 ( 渋谷・宮益坂本店 )

（渋谷区渋谷 1-8-7）

ジュエリーに関してお困りごとはございません
か？組合員限定の相談会です。リフォーム、
修理を特別価格で承ります。ぜひこの機会に
お手持ちのジュエリーをお持ちください。他
店でご購入の商品につきましても、修理をお
受けいたします。

●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
まで行ないます。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（布代別）

※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。

国内での使用は禁止なのに、輸入は
OK な牛の成長ホルモン…なぜ？安全
性は？探ってみましょう。(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
（8 月は第 4 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。

【基準内なら大丈夫なの？輸入牛肉のホルモン剤】

受講料 4,300 円

 8/28

牛肉と蓮根のピリ辛煮・砂肝ときゅうりの和え物◀カタログ類の回収については、
　連合会の WEB サイトもご覧ください

受講人数の制限などを行なうなど、新型コロナ
ウイルス感染防止対策を実施しています。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

クッキングスタジオ　BELLE

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

ご希望のイベント名を
ご記入ください


