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つながりをつくる場所
コワーキングスペース永福

生活クラブ東京が運営する「コワーキングスペース永福」は、
2019 年 1月、生活クラブ館杉並の 2 階にオープンしました。
杉並区で新たにデポーを立ち上げる際、2 階フロアの活用を杉
並区地域協議会メンバーで検討するなかで、当時井の頭線沿線
には少なかったコワーキングスペースとすることが決まりました。

コワーキングのコは「CO（共同・協同）」すること。コワーキン
グスペース永福は、多様な価値観の中で新しい働き方を求め創
造する人たちが「CO」するとともに、地域のさまざまな交流の
拠点となることをめざしています。

杉並区和泉3-7-1 生活クラブ館杉並2階（京王井の頭線「永福町」駅 徒歩3分）

コワーキングスペース永福 ▶︎

組合員どうしの
つながりを目的と
し、身近な地域

でさまざまな活動を行う20 ～ 40人程度の集まり
です。2020年度末には445のコミュニティができ、
15,000人以上が参加しています。2021年度は
498 のコミュニティ形成をめざしています。

▲ 2019 年10月
緊急物資受取り訓練の様子

誰も孤立させない
たすけあいの地域社会づくり

コミュニティとは？
茶話会や料理会、災害時を想定した緊急物資
受取り訓練などの活動をとおして地域の組合
員が知り合う機会をつくっています。ふだんの
暮らしの中では、地域の中で声を掛けあえる

たすけあいの関係が重要です。コロナ禍のため、直接会う機会をつくることが難し
い状況が続きますが、オンラインを利用したコミュニケーションも広がっています。
今回ご紹介するのは、まち板橋とまち・西東京の 2つのコミュニティです。

コミュニティでは、
何をやっているの？

まち板橋　なかなかコミュニティ
リーダー 山本朝美さん

昨年の 9月に西東京市に引っ
越し、第二子を妊娠したこと
で、近所の組合員とつながっ
てエッコロたすけあい制度を
使えるような関係を築きたい
と思いコミュニティを立ち上

げました。対面のイベントが激減しているため近所の方の顔が見え
にくく、助けを必要としている組合員がいればつながりたいなと思
いました。コミュニティ立ち上げのお手紙は、少しでも目に触れて
欲しいのと地域を覚えるため、安産の運動も兼ねて歩いて一人ひと
りのお宅にポスティングしました。現在、返答のあった、多世代の
10人で活動しています。オンライン茶話会やSNSで地域情報を共
有しています。今後は、緊急物資受取り訓練のほか、メンバーの特
技を活かしてフラワーアレンジメントや防災講座などを行いたいと
話しています。メンバーの仲を深めていき、少しずつメンバーを増や
して、有事の際の拠り所となるようにと考えています。コロナ禍で
も生活がより豊かになるような手助けをしていきたいです。

▲ 2021年 9月
緊急物資受取り訓練の様子

まち・西東京
谷戸2丁目コミュニティ
リーダー 酒井恵さん

引っ越してきた頃に近所の組合員とつな
がりたいと考えていました。たすけあい
委員長になってコミュニティのしくみを
知ることができて、コミュニティを立ち
上げることにしました。地域の組合員が
つながるきっかけとして、防災訓練や試
食会、親子で風車づくりをする省エネ講
座などの企画を実施しました。最近はオ
ンラインも活用し、エッコロ講座や消費
材を使ったサルベージレシピ講座も開催

しています。現在コミュニティの人数は約 40人で世代はさまざまで
す。コロナで集まることはむずかしい状況ですが、収束したら試食
会を開催したいと考えています。子どもが楽
しめて、生活クラブがわかる・好きになる企
画も実施したいです。組合員どうしが出会い
つながることでお互い成長できるといいなと
考えています。新しくなる板橋センターで
にぎやかに活動したいです。

▲サルベージレシピ
講座の料理

ご近所の組合員を見つけるということからはじめてみませんか？
関心のある方は、まずはご利用の配送センターまたはデポーにおたずねください。コミュニティに参加しませんか？

コミュニティ活動を紹介する動画をご覧ください▶︎

「最期」のお別れは安心とともに
生活クラブのお葬式 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。

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。

通夜・告別式、式典を 2 日間執り行います
価格：380,000 円（税込 418,000 円）
他にも、ワンデー（1日葬）・シンプル（火葬のみ）
といったプランも用意しています。

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　葬儀 検索 0120-098-325
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展示即売会

「困難をかかえる若者支援のしくみに参加しませんか」
生活クラブ生協では 2018 年度から首都圏若者サポートネットワークと
連携して、社会的養護下で育った子どもや若者が、自立して生活でき
るまでの支援体制と伴走型支援を継続していくためのしくみづくりとし
て「若者おうえん基金」に取り組んでいます。
先日、東京都内の2020 年度助成団体が参加し、活動報告会が行わ
れました。施設を退所後に再び支援が必要になった若者とのシェアハ
ウスをはじめ、資格取得のための学費の補助や大学進学後の一人暮
らしへの伴走支援、協力してくれる企業でのトライアル就業など、助
成した基金がどのように活用されているのかについて知る機会となりま
した。
一人ひとりが支援をした基金がどのように使われているのか知ることが
できるしくみはとても大切で、その基金の必要性について深く理解を
することができます。
今年度も「若者おうえん基金」のカンパを12月1回まで募集しています。
この取組みが多くの組合員に広がっていくことを願っています。

（生活クラブ東京　副理事長　小寺浩子）

●エネルギー基本計画へのパブコメ提出と多くのパブコメ提出に向けて 
● 2022 年度東京都予算編成に関する提案書 ● 福島第一原発 ALPS
処理水の海洋放出に反対する署名活動 ● 東京役員体制について ● 役
員体制変更に伴う2021 年度個別役員報酬額の変更について ● 旧八王
子センター土地建物売却 不動産売買契約書の締結について ● 2030 生
活クラブ行動宣言 東京単協独自目標設定について

月　理事会報告　議事抜粋

●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、すぐにコールセンター・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。

協同村

問
合
わ
せ

協同村ひだまりファーム　ＴＥＬ 042-596-0103
あきる野市戸倉 863

入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
駐車料：600 円／１日　休村日：火・水
● 3/15までの特典
　   駐車料金半額 ! ペット（犬）同伴 OK!（放し飼いはできません）

●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！
ご注文の方にもれなく、木製ネームタグとラン
ドセルカバーをプレゼント！ カタログをご希
望の方はお電話ください。

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。

●きく屋宝石店 
　秋の新作ジュエリー内覧会
11 月 4 日（木）～ 6 日（土）
10:30 ～ 19:30  （6 日は 18:00 まで）
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）

フォーエバーマークダイヤモンド認定ジュ
エリーのきく屋宝石店が新作ジュエリー展
示会を開催します。スペシャルなジュエリー
からプチご褒美ジュエリーまで多数取り揃
えております。

●石窯ピザ焼き体験
11月20日（土）21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。

生活クラブの学校 

【地域福祉の連続講座（全 4 回）】
NPO 法人 ACT との共催企画

●第１回 生活クラブから生まれた
「たすけあいのまちづくり」とは
（オンライン講座）

11 月 19 日（金）10:00 ～ 12:00
講師：豊泉惣子さん（NPO 法人 ACT 理事長）

受講料：無料
地域の顔の見える関係の中で ACT が実践し
てきた「たすけあいのまちづくり」から、自
分の身近な場所で何ができるか考えます。

【環境政策委員会主催フォーラム】

秋・冬物のスーツ新柄生地を入荷しまし
た。約 4 週間でお届けします。

【地域福祉のフォーラム】
NPO 法人 ACT との共催企画

● 2021 まちの縁がわフォーラム
（オンライン併用）

11月13日（土）13:30 ～ 16:00
講師：西本良行さん（ハッピーエナジー㈱）

受講料：無料
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

子どもから高齢者まで誰でも OK、地域の居
場所「まちのほっとスペース」を拡散しよう！
５団体のまちの縁がわと、行政担当者からお
話を伺います。

●＜気候危機から地球を守る＞
地球の未来のために今すぐできること

（オンライン講座・会場参加も可）
11月20日（土）14:00 ～ 16:00
講師：吉田明子さん（FoE Japan 理事）

受講料：1,425 円
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

身近なエネルギーの視点から、私たちが具
体的に実践できることを考えます。

●イージーオーダースーツ・
　ワイシャツの展示会

○デポー東村山 展示会
11 月6 日（土）7 日（日）10:30 ～ 17:30
会場 & 問合わせ：デポー東村山

（東村山市久米川町 3-32-44）

TEL：042-399-7151

○大泉センター 展示会
11 月20 日（土）10:30 ～ 16:00
会場：大泉センター（練馬区大泉学園町 1-7-13）

同時出展：パラマウント（靴）まめ（クッキー）
　　　　  RHS（浄水器）

○小平センター 展示会
12 月4 日（土）10:30 ～ 16:00
会場：小平センター（小平市花小金井 8-13-4）

同時出展：パラマウント（靴）
　　　　　かたやま工芸（宝飾品）

問
合
わ
せ

展示会関連問い合わせ先
ＴＥＬ 03-3324-4502  （10:00 ～ 16:00）

定休日：水・日（祝日の場合は営業）

問
合
わ
せ

NPO 法人 ＡＣＴ（アクト）
ＴＥＬ 03-5302-0393

●～はじめよう！せっけん生活～
プロに学ぶせっけんクリーニング

（オンライン併用）
11月30日（火）10:30 ～ 12:30
講師：茂木孝夫さん（白栄舎クリーニング）
　　　  富永文子さん（まち・立川環境チーム）

受講料：無料
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

せっけんクリーニングのプロから、洗濯のコ
ツを実践を交えて教えていただきます。せっ
けんと合成洗剤の違いも学べます。

【「食と農」政策委員会主催フォーラム】

●農ある暮らし in 東京
～わたしが食べる先にあるもの～

（オンライン講座）
12 月 4 日（土）10:00 ～ 12:00
講師：小谷あゆみさん（農業ジャーナリスト）

　　   宮奈彰男さん （農安心ネットワーク会長）

受講料：無料

問
合
わ
せ

政策推進課
ＴＥＬ 03-5426-5204

【食農共育講座】
NPO 法人コミュニティスクール・まちデザ
インとの共催企画
受講料は組合員価格

●＜親子で食農体験＞
野菜をもっと好きになる収穫体験
11月23日（火・祝）10:30 ～ 12:30
講師：白石好孝さん（「大泉風のがっこう」主宰）

受講料（大人１人と小・中学生の子ども１人の２
人１組）：4,360 円

（収穫した農産物・サンドイッチ 2 人分の代金含む）※未就学児は無料

会場：白石農園（練馬区大泉町）

畑で野菜を見て、話を聞いて、大根、ブロッ
コリー他１品を収穫します。講座後は畑で
農園野菜たっぷりのサンドイッチをどうぞ

（持ち帰りもできます）。人数・サンドイッ
チの追加も可（有料）｡

●＜有機農業の可能性を探る＞
脱炭素のためにも有機農業！

（オンライン講座・会場参加も可）
11月28日（日）14:00 ～ 16:00
講師：吉野隆子さん

（オアシス 21 オーガニックファーマーズ朝市村長）
受講料：1,425 円
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

農水省が掲げた 2050 年国内有機農業面積
25% の目標達成のために、私たちにできる
ことを考えます。

「食べ手」と「つくり手」の距離の近さは、
自給率の高さに直結します。都内の生産者と
ともに私たちができることを考えます。

●久月 正月飾り（羽子板・破魔弓）
11 月 24 日（水）～ 12 月 5 日（日）
10:00 ～ 17:00  
会場：久月浅草橋総本店（台東区柳橋 1-20-4）

TEL：03-5687-5176
正月飾り（羽子板・破魔弓）を特別価格で
ご購入いただけます。ぜひご来場ください。
※組合員確認のため、配達伝票や個人引落
通知書等をご持参願います。

●第１回 ワーカーズ・コレクティブ
を作ってみよう！～夢を形にしよう！
事業計画をつくる～（オンライン講座）
12 月3日（金）10:00 ～ 12:00

【起業講座（全 2 回）】
東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合と
の共催企画

問
合
わ
せ

東京ワーカーズ・コレクティブ
協同組合
ＴＥＬ 03-3207-1941

東京ワーカーズ

◇直接東京ワーカーズへお申込みください

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。

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212

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

【お知らせ】
クッキングスタジオ BELLE の一部を引き継
ぎ、料理講座を開催します。詳細は CS ま
ちデザインの WEB サイトをご覧ください。

講師：和田安希代さん（東京ワーカーズ理事長）

　　   藤木千草さん 
　　　  （（一社）ワーカーズ・コレクティブぷろぼの工房）
受講料：500 円
やってみたい事業、地域にほしい事業を基
に、実際に計画をつくります。
第２回は 3/18  10 時～ 12 時開催予定です。




