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＊東京ワーカーズ葬祭サポートセンター…東京ワーカーズ ・ コレクティブ協同組合
  加盟の非営利の任意団体。葬儀料金を透明化し、市民の感覚を大事にしながら
  葬儀サポートを行なっている

1. 生前相談

2. 逝去

3. 打合せ

4. 葬儀施行

5. 事後案内

要望に沿ってプランを提案。概算費用を算出

24時間受付。提携葬儀社を選定し、搬送の手配と安置

葬祭サポーター*が同席し、アドバイス。見積書提示

エコ棺、消費材返礼品、料理の利用

ファイナンシャルプランナーによる葬儀後の相談

生活クラブ東京の50周年記念まんがでも、デポーやワーカーズについて紹介しています。▶︎

は
て
な
の
解
説

デポーのフロアーワーカーズは生活クラブから委託を受
けて、メンバー全員で店舗の運営をしています。コロナ禍
の中、さまざまな対応をしながら営業を続けています。

ワーカーズ・コレクティブは、自分たちで働き方を決める「働く
人の協同組合」。配送を担うワーカーズ、弁当・惣菜の製造、
パンやクッキーの製造販売、たすけあいワーカーズなど、たくさ
んのワーカーズが地域で活躍しています。

自分らしい働き方
デポーのフロアーワーカーズ

「家計改善支援員」
研修のご案内

2015年4月から「生活困窮者自立支援法」に基づき、市・区役所等
において、生活全般のお困りごとに対応する相談窓口が設置されま
した。「家計改善支援員」とは、支援のひとつである「家計改善支援
事業」に従事する支援員のことです。生活クラブ東京では、2015年
5月より府中市にて事業を受託し、市民を対象に家計相談を行なって
います。

【研修概要】	全 4 回 16 時間
	 （月1回、1回あたり4時間（13：00 ～17：00）	）

【対象者】	 組合員・家計改善支援員・自立相談支援員・相談業
	 に携わっている方又は関心のある方

【場　所】	 生活クラブ館	地下スペース
	 （世田谷区宮坂3-13-13）小田急線「経堂駅」	徒歩 3分

【受講料】	 16,000	円	（税込）	研修の初回時に徴収します
【持ち物】	 筆記用具
【申込締切】	10月 20日（火）先着順（予約制・限定 30 名）

第 1回 10月31日（土）	 相談とは何か？	コミュニケーションの基本
第 2回 11月28日（土）	 支援的・問題解決的な相談の基本①

第 3回 12月19日（土）	 支援的・問題解決的な相談の基本②	家計改善支援相談の実際	①	（制度編）

第 4回 1月16日（土）	 家計改善支援相談の実際	②（実務編）		相談をうまく進めるノウハウ

主催：生活クラブ東京
問合わせ・申込み：電話または、WEBサイトより

TEL：03-5426-5207（9〜17時　月〜金）
たすけあいネットワーク事業部

生活クラブ・東京の葬儀プラン「灯花」
仏教、神道、キリスト教から無宗教まで、どの様な宗教形式でも「お
葬式」を営むことができ、規模（参列者数）や場所（式場）に関係な
く、祭壇の有無・種類を希望に応じて自由に選べます。

生活クラブのお葬式
「最期」のお別れは安心とともに

誰にでも必ず訪れる「最期」のお別れ。家族に任せっきり
ではなく自分らしいものにしたいと、生前相談をする人が
増えています。組合員向け「生活クラブ葬祭サービス」に
ついて紹介します。

通夜・告別式、式典を2日間執り行ないます。
価格：380,000 円（税込 418,000 円）
他にも、ワンデー・シンプルといった
プランを用意しています

スタンダードプラン

軽量で頑丈な紙素材をベー
スにした棺。国内初の植林付
きエコ棺で環境貢献に取り
組んでいます

「安心」と「安全」の消費材を
返礼品にすることができます
(例：焼き海苔とわたらい茶セット)

生活クラブの「お葬式」5つの安心

生活クラブ　葬儀 検索 0120-098-325

ペア 配送 手数料（注）がお得
2人で協力することで配達の
受取りの不安を解消
ペア配送でお友だちと情報交換

※注文書の提出やリサイクル・空き箱の回収も、登録していただいた場所になります。
※組合員の都合により、ペアでの利用ができなくなった場合は、個別配送の手数料になります。
※週替わりや、その日だけのお届け先の変更はできません。
※ペア配送のペアの相手は、同じまちの方が対象です。 お問合わせ・ペア配送のご希望は、ご利用の配送センターまでご連絡ください。

①
②
③

（注）個別システム手数料：個別配送をご利用の方
で、1回の注文で0円以上3,000円未満（税抜）の場
合、150円（税抜）の手数料がかかります。ペア配送の
場合は、これが75円（税抜）となります。

ペア配送のメリット

  生活クラブ東京では、9月1回より『ペア配送』を開始します。
『ペア配送』は個別配送組合員が2人集まり消費材を1カ所にお届けする配達方法です。





東京理事の リレーコラム 

【いのちと水の連続講座】（全 5 回）環境政策委員会主催

生活クラブの学校 

●くらしをかえよう！今わたしたちにできること ～減らそうプラスチック～
9 月24日（木）10:00 ～ 12:30
講師：栗岡理子さん（日本消費者連盟・環境部会）　   

会場：としま区民センター
●荒川クリーンエイド　10 月21日（水）
●森とつながる私たちのくらし　11月7日（土）
●気候危機から電気を考える（仮称）　2021 年 1 月予定
●水が危ない！有機フッ素化合物（仮称）　2021 年 2 月 1 日（月）
参加費（資料代）：◆各回：組合員 500 円、中学生以下無料。
　　　　　　　　  ◆連続受講（１～５回）：組合員 2,000 円
お申込み・お問合わせはお電話か生活クラブ東京 WEB サイトから
政策推進課ＴＥＬ 03-5426-5204

《7》 《6》

展示即売会

「一粒のたね、千粒になあれ」

5 月末に「たねと食とひと＠フォーラム」から 30 粒ほどの大豆が
送られてきました。早速、鉢と土を買い、ベランダの一角に 2 鉢
植えました。はじめての体験です。7 月下旬の今は背丈も70 セ
ンチほどになりました。先日、若芽に幼虫を発見！枯らしてはな
らじと、毎朝葉っぱを一枚一枚点検、何とか大豆収穫までたど
り着いてほしいと願っているところです。小さな豆一粒からこれ
だけの葉が茂り、根が張る神秘に感動します。そして、その実り
が連綿とひとの命をつないできたのだと思うと、「種は独占するも
のではない」ということばが改めて身にしみます。
その土地にあった多様な種をその土地ごとに守り育てることが、
だんだんと難しくなっていくような情勢があります。食べ物のほと
んどを他者に依存して暮らさなければならない都会にあって、生
産者とつながって育て収穫を分かち合える幸せは、生活クラブ
の提携のしくみがあってこそと思います。もちろんそこには自然の
リスクをともに背負うこともセットです。コロナ禍の中にあっても、
命を育てる営みに休みはありません。労働力の不足は深刻です。
例年ならば、全国の組合員が参加するトマトジュース用のトマト
の収穫は、今年は産地である長野県内の生活クラブ組合員・職
員・提携生産者の方たち 200 人近くが手を挙げ、収穫に参加し
てくれています。東京の組合員は、トマトジュースを利用すること
でその営みに参加できます。このつながりを大切にしていきたい
と強く思います。  　　　　　　　　　　

（生活クラブ東京副理事長　加瀬 和美）● 2020 年度ペア配送の導入について  ●首都圏若者サポートネットワークに
関する2020 年度活動計画について　●オンライン会議の通信料について

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　
● 9 月の休村日：火・水曜日（祝日を除く）　
※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）

※ 9/5 までは、月・木・土のみの営業となります。
スーツ・ワイシャツのお仕立ては通年赤堤館
で受付けいたします。約 4 週間でお届けしま
す。選んで作るオリジナルの一着です。

●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・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）

思い出の詰まった宝石が、生まれ変わって輝
き続けます。さまざまな修理、お直しに対応
しております。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。

●東京真珠クリアランスセール
9 月11日（金）～ 21日（月）
11:00 ～ 19:00（火曜定休）
会場：東京真珠（株）銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

表示価格より最大 70％ OFF（赤札・一部商
品を除く）。クリアランスセール特別企画もあ
ります。ご来場お待ちしております。

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
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。

●石窯ピザ焼き体験
9 月13日（日）19日（土）20日（日）21日（月）
10 月11日（日）25日（日）
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。

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
会場は生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

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！
9 月10 日（木）10:30 ～ 12:00

本来は保存食の漬物、昨今は減塩のも
のや短時間でできる浅漬けが好まれま
す。その裏側を探ります。(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。

【伝統食なのになぜ添加物？漬物の裏側】

受講料 4,300 円

 9/18

鶏肉のジンジャー焼き・じゃがいものがっこサラダ

受講料 500 円

新型コロナウイルス感染防止対策を実施
し、開催しています。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

＜これからお申込みいただける教室＞
コースレッスン
・9/11（金）ママの楽しいキッチン♪
・9/12（土）男の手料理
・9/19（土）基礎から学べるおうちごはん
１ DAY レッスン
・9/26  （土）おうちごはん（土曜日開催）

クッキングスタジオ　BELLE

鶏ひき肉と揚げの鳴門煮・小松菜のえびあん・
けんちん汁

【うず潮、建長寺…メニュー名の由来も楽しんで】 9/24

食卓にも秋の気配を。鳴門海峡の渦
潮に見立てた鳴門煮、赤と緑が目に美
しい小松菜の海老あん、体を温めるけ
んちん汁を作ります。（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

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

7

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、企画内容が変更、または中止・延期となる場合があります。ご了承ください。

※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行なっており
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。

●その味噌本当に発酵食品？
　～味噌の見分け方、味噌床づくりと
　おいしい味噌料理～
9 月8日（火）10:30 ～ 12:30
講師：中沢尚人さん（株式会社マルモ青木味噌）

　　   石川美香さん（BELLE インストラクター）

受講料：1,425 円（組合員価格）

材料費別途 500 円程度
発酵食品とは呼べない味噌もたくさん出回っ
ているのをご存知ですか？
お味噌のプロから味噌の見分け方を教わり、
本物の味噌床をお持ち帰りいただきます。味
噌を使ったおいしい料理もお教えします。

●たべものラボ ～二つの視点から考
　える体にいい調味料～
10 月13日（火）10:30 ～ 12:00
講師：近藤惠津子さん（CS まちデザイン理事長）

受講料：1,000 円
「体にいい」というキャッチが躍る醤油や油な
どの調味料と、いわゆる「いい調味料」、違
いを確かめてみましょう。

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212

●きく屋宝石店「秋の宝飾展示会」
10 月1日（木）～ 3日（土）
10:30 ～ 20:30 ※ 3日は 18:30まで
会場：東京交通会館ダイヤモンドホール

（千代田区有楽町 2-10-1）

毎年恒例となりました宝飾展示会を今年は
10 月に開催します。組合員のみなさまに一
般価格より割引価格での販売を実現しており
ます。※ 8/3 から配布したチラシの予告と日
程が変更になりました。ご注意ください。

03-5426-5227
受付時間 ：月～金

9:00 ～ 19:00

暮らしの中の困りごと・悩みごと
おしえてネっとにご相談ください

生活クラブ総合案内窓口
おしえてネっと

「おしえてネっと」は、生活クラブの機
能やネットワークを、より多くの組合員
が活用するための総合案内窓口です。


