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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
34,000人以上の組合員が参加してきました。

受付期間 ： 到着まで6月1日（火）～ 7月31日（土）

第 8 分校の生徒たち

受 付 品 目
【お願い】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。

送 り 先 ・ お 問 合 せ 先
〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-10

NPO法人JFSA 千葉センター
☎043-234-1206 (木曜日定休)

JFSA　古着 検索

・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。

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。

　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)・大人用革製ベルト(新品
同様)・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（マフラー不可）・バッグ類・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
（長袖・半袖）・トレーナー/フリース・ジャケット/コート類（ジャ
ンパー、ダウン、革ジャンなど）・スーツ上下セット・ネクタイ・短パ
ン（水着不可）・セーター類（季節を問わず、夏物、カーディガン、
ベストも可）・ジャージ（学校用不可）・長ズボン（新品同様、スラ
ックス不可）・ジーンズ
＜女性衣類＞新品に近いもの（国内販売用）
・シャツ/ブラウス/カットソー/Tシャツ（長袖・半袖・ノースリー
ブ）・ワンピース・ジャンパー/ジャケット/ダウン/コート・革ジャ
ン・ジャージ（学校用不可）・スパッツ・セーター類（季節を問
わず、夏物・カーディガン・ベストも可）・長ズボン/ジーンズ
（新品同様、７分５分丈不可）
＜子ども服＞女児夏服（120まで、ベビー服可）・男児夏服（サ
イズ問わず）・冬服（120まで、ベビー服可）・甚平（上下セット
のみ）・下着類（布おむつ、おむつカバーも可）

　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）

送 り 方

パキスタン最大の都市カラチ市と北部
バラコートにある無料の学校。生徒の
多くが厳しい暮らしをしていて、働き
ながら学んでいる生徒もいます。約
30 年前に開校し、2020 年 8月現在、
学校は10 校、生徒数は約 4,500人
で約 200 名の先生が働いています。
回収された古着類は、JFSAで仕分け
され、年間 90トン以上がパキスタン
に輸出されています。現地で販売した
利益は学校の運営資金に使われます。▲昨年パキスタンに到着した

古着類の荷降ろし風景

直接持ち込みの場合は予約が必要です。
http://jfsa.jpn.orgで予約できます。お電話でも受け付けています。

パキスタンのスラムで暮らす
子どもたちの自立支援

アル・カイールアカデミーとは

＜お持ち込みの場合＞

JFSA

問い合わせ・資料請求・契約先

所得保障共済（ワーカーズ・コレクティブ共済）のお知らせ

ワーカーズ･コレクティブ共済
キャラクター・きょうこちゃん

所得保障共済って？ どんな人が対象なの？ どんな時に支払われるの？

「継続して働くことを支援する」ことを目的と
した少額短期保険です。
ケガで入院・通院した場合などの「就業中傷
害保障」と仕事を休んだ時に収入
補填する「休業保障」があります。
掛け金は月1,000円。

通院給付　2,000円×16日= 32,000円
休業給付   100,000円÷30日×80％×15日≒ 40,000円

インフルエンザを発症し、翌日より仕事を休んだ。
●休業6日 ●月収7万円の場合
通院給付　70,000円÷30日×60％×6日≒8,400円

給付金 72,000円

給付金 8,400円

朝、出勤時に駅の階段で転倒し、肘と手首を挫傷した。
●通院16日 ●休業15日 ●月収10万円の場合

就業中傷害保険

休業保障

●組合員とその配偶者および子ども
●満15歳以上の方（申込時点で）
●危険職業についていない方
●月収10万円以下の短時間
雇用で、健康保険並びに厚
生年金保険の未加入者（健
康保険の被扶養配偶者は
対象となります）

ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社
045-662-4346（平日10:00～17:00）

ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社 検索
詳しくはこちらから

異常気象や大規模な自然災害が毎年のように発生し、気候危機による人類存続の危機が叫ばれています。
生活クラブでは、原発に頼らず、再生可能エネルギー中心の社会をめざそうと、

地域間連携・脱炭素・省エネ・気候危機のテーマで、学習会を開催します。ぜひご参加ください！

■すべてオンラインでの参加が可能です。　■参加費：無料　■主催：環境政策委員会

「生活クラブでんき」に切り替える組合員を増やし、再生可能エネルギーを普及しよう！と、4月8日に(株)生活クラブエナジー代表取締
役の半澤彰浩氏を講師に招き、スタート集会を開催しました。海外で再生可能エネルギーが普及する一方、日本では切り替えが進まず、
エネルギー自給率は9.5%と低いこと（18年度実績）など課題を学びました。「生活クラブでんき」の電源は約64％が再生可能エネル
ギー由来（19年度実績）。電気の切替えが気候危機を回避する入口となり、電気代の一部は再生可能エネルギーの発電所がある地域
に還元されます。組合員の力を束ね、エネルギーの効率化と再生可能エネルギーの拡大を推進しようと決意を新たにしました。

詳細・申込みはこちら
▼ 【報告】「生活クラブでんき」スタート集会を開催しました！

 7月3日（土）
10：00～12：00

コンセントの先にある
「生活クラブでんき」の
ふるさと～地域間連携～

講師：西城戸誠さん（早稲田大学教授）
電気だって消費材、原料や作り方がわかる電気っていいと思いませんか？生
活クラブは「地域とどのように連携していくか？」を考えています。顔の見
える関係を築き、産地の地域活性に貢献していく、「地域間連携」について
専門家の先生にお話しいただきます。

多摩統合センター
（町田市小山ヶ丘2-3-11）

練馬センター
（練馬区中村南2-22-3）

 7月3日（土）
14：00～16：00

生活クラブ館
（世田谷区宮坂3-13-13）

武蔵野プレイス
（武蔵野境南町2-3-18）

 8月22日（日）
10：30～12：00

 7月14日（水）
10：30～12：30

地域間
連携

＜問い合わせ：多摩南生活クラブ　TEL.042-798-4371 ＞

暮らし方から考える
「がまんしない省エネ」

講師：竹内昌義さん（東北芸術工科大学教授）
「建築」が、日本の脱炭素化で最も遅れている分野のひとつだってご存知で
すか？環境やエネルギーに配慮した住宅の設計やまちづくりに携わってい
る建築家の竹内昌義さんより、世界の最新事例と日本の状況についてお話
を伺い、暮らしと地域を豊かにするためにできることを考えます。

脱炭素

＜問い合わせ：北東京生活クラブ　TEL.03-3970-4632 ＞

～家計と環境にやさしい住まいって？
　　　 建築のプロに聞いてみよう！～

省エネ、
モノを手放した
暮らしの豊かさとは

講師：稲垣えみ子さん（元朝日新聞記者）

東日本大震災とその際に発生した原発事故をきっかけに冷蔵庫のない暮ら
しをはじめた稲垣えみ子さん｡ 原発に対する思いや冷蔵庫・洗濯機などを
手放した「ない生活」、その生活を通してたどり着いた自由についてお話
を伺います。

省エネ

＜問い合わせ：23 区南生活クラブ　TEL.03-3426-9914 ＞

地球過熱化ストップ！
おしえて !! エモリさん

講師：江守正多さん
　　　（地球環境研究センター副所長）
今起こっている気候変動のお話から、再生可能エネルギーへ変換していく
にはどうしたらいいのか。小学生でもわかる、未来のために今できること
を伺います。（対象は小学校 3年生以上）

気候
危機

＜問い合わせ：多摩きた生活クラブ　TEL.042-395-5002 ＞

～夏休み親子企画
　身近に迫る気候危機のお話～





東京理事の リレーコラム 

●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　●山梨単協と東京単協のユニット総括と今後に向けて　
● 2021 年度生活クラブ生協・東京の顧問契約について　●第 53
回通常総代会 役員選挙に伴う全体枠の役員立候補の推薦について

月　理事会報告　議事抜粋4
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展示即売会

「生活クラブの組合員活動は社会の学校」

　1998 年に初めて農産物委員になり、地場野菜の生産者の
畑に見学に行きました。ある生産者は、毎日井戸水の水位や
温度を測り記録を付けていました。畑にまく堆肥は剪定した
木の枝や落ち葉などを発酵させてつくります。堆肥の山を掘る
とカブトムシの幼虫がたくさん出てきました。旬の葉物などは
ほとんど農薬をかけないという声も。生活クラブの野菜がおい
しいといつも思っていましたが、市販品との違いがわかり、消
費材の持つ優位性を発見した瞬間でした。この体験が私の組
合員活動の原点です。自分の頭で考え自分の言葉で話す。世
の中で当たり前に通用していることでも、一度疑って考えてみ
る。生協の組合員活動は社会の学校である、といわれること
がありますが、まさにその学校で沢山の体験と勉強をさせて
いただきました。あれから十数年、理事としての任期を終え
退任いたします。これからも、社会の学校で様々な経験をす
る組合員が増えることを願っています。

（生活クラブ副理事長　田中のり子）

●詳細・お申込みは WEB から！

問
合
わ
せ

事業企画課 
ＴＥＬ 03-5426-5206

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

※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。

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。

●デポー西東京 展示会
6 月5日（土）6日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合せ：デポー西東京

（西東京市泉町 3-12-25）
TEL：042-439-7780

●きく屋宝石店「夏の宝飾展示会」
6 月3日（木）14:00 ～ 19:30
　   4日（金）10:30 ～ 19:30
　   5日（土）10:30 ～ 19:00
　   6 日（日）10:30 ～ 17:00
会場：東京交通会館 12 階カトレアサロン

（千代田区有楽町 2-10-1）
生活クラブ組合員ときく屋宝石店の登録の
お客様に限りご入場をいただくため、一般
より割引価格での販売を実現しております。
リフォームをはじめ、数多くのジュエリー
をご用意しております。

●デポー国分寺 展示会
6 月12日（土）13日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合せ：デポー国分寺

（国分寺市泉町 3-33-2　1 階）
TEL：042-359-5160

●デポーすぎなみ永福 展示会
6 月19日（土）20日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合せ：デポーすぎなみ永福

（杉並区和泉 3-7-1）
TEL：03-6265-7591

●天地堂 ランドセル　
2022 年モデル発売！
ランドセルを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 !　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。カタログご希望の方は、お電話で
お申し込みください。

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）
受講料は組合員価格
いずれもオンライン講座。会場での参加も
若干名受け付けます。お問合わせください。

●商品化解禁が迫るゲノム編集食
品。どこが問題か？
6 月5日（土）14:00 ～ 16:00
講師：天笠啓佑さん（ジャーナリスト、遺伝子組み換
えいらない！キャンペーン代表）
受講料：1,425 円

「ゲノム編集食品って何？」の疑問に答え、
問題点を明らかにする講座です。

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212

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｡

家庭料理の基本からおもてなし料理まで

１DAY 料理のクラス

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

●色鮮やかなビーツを
楽しくおいしくアレンジします
7 月8日（木）10:30 ～ 13:00
受講料：4,600 円
マスタードポークソテー  ビーツラぺ添え・ビーツ
のポタージュ・ビーツとにんじんのクミンソテー

CS まちデザイン

◇直接 CS まちデザインへお申込みください

わたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q: GM 対策をしている生活クラブで、ぶどう糖果糖液
糖が使われていて驚きました。原料はなんですか？

（シャリシャリフルーツ (りんご＆ぶどう)）
A: ぶどう糖果糖液糖は異性化糖ともいわれ、トウモロコ
シ由来のでん粉を原料としていることが多く、遺伝子組
み換え（GM）の問題があります。
シャリシャリフルーツ（りんご＆ぶどう）に使用されて
いるぶどう糖果糖液糖の原料は【タピオカでん粉（タイ
産）、甘しょでん紛（国産）、馬鈴薯でん粉（国産）】であり、
すべて遺伝子組み換え対策済みです。

A

●東京真珠㈱サマーセール
6 月16日（水）～ 21日（月）11:00 ～ 19:00
会場：東京真珠㈱銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）
華やかなピンクや淡いグリーンなどの色彩
はあこや真珠の魅力のひとつです！長くお
使いいただくものだからこそ、ベストワン
のパールネックレスをみつけませんか。

協同村
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｡
主催はワーカーズコレクティブ草の実。

●石窯ピザ焼き体験 自分の手で
焼いてみよう！
6 月13日（日）27日（日）7 月11日（日）18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
れて焼きます。

●はちみつ絞りとミツバチの話
6 月27日（日）10:00 ～ 13:30
参加費：800 円／ 1 人
遊ぼうパン 300 円／ 1 人
生産者がミツバチの話をしてくれます。は
ちみち絞りを体験してお土産付き！オプ
ションで遊ぼうパン！
＊申込み締切 6 月 6 日（日）、申込み多数
の場合は抽選

●地 元 養 沢 の山羊 のチーズを
使って石窯ピザ体験！
7 月17日（土）11:00 ～ 13:00
参加費：2,300 円／ 1 人
ピザ生地を伸ばし、トッピング、石窯に入
れて焼きます。トッピングは山羊チーズと
はちみつ。山羊にもあえるよ！

●たべものラボ
コロナ禍の食の悩みを解決①
～だしとスープが料理の決め手～
6 月24日（木）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
安全性、献立、値段、時間のバランスを上
手にとり、インスタントの素を買わずに、
食事作りのストレスを解決しましょう。

●迫り来る環境危機
～ 2050 年へ向け私たちが取り
組むべきこと～
7 月3日（土）14:00 ～ 16:00
講師：山本良一さん（東京大学名誉教授）

受講料：1,425 円
政府が掲げる「二酸化炭素排出ゼロ」へ向け、
求められる取り組みを専門家に伺います。

●種子が消えれば、あなたも消える
～種子と人との関係の未来を考える～
7 月10日（土）14:00 ～ 16:00
講師：西川芳昭さん

（龍谷大学経済学部教授、英国コベントリー大学研究員）

そもそも種子は私たちにとってどんな存在
なのか。種苗法が改正されました。改正の
目的や問題点も正しく理解しましょう。

ボルシチで知られるビーツは近頃手軽
に買えるようになりました。色鮮やかで
料理のアクセントにもなる魅力的な食
材です。美味しいビーツレシピ 3 種を
ご紹介します。（講師 石川先生）

生活クラブの消費材で使用して
いるぶどう糖果糖液糖の原料
は、すべて遺伝子組み換え対策
済みのものです。

★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。

●入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
●駐車料：600 円／１日
※繁忙期 710 円（4 歳～小学生 510 円）
※繁忙期（4/15 ～ 5/15、7/1 ～ 8/31）
● 6 月の休村日：火・水曜日

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




