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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 37,000 人以上の
組合員が参加してきました。

受付期間 ： 到着まで2 月1日（火）～ 3月31日（木）

アル・カイールアカデミー第 8 分校で学ぶ

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
お問合わせ先

〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-10
NPO法人JFSA 千葉センター

・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わせください。

　中古・新品　＜衣類以外のもの（毛布など）＞・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（長袖のみ、トレーナー/
フリースは不可）・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、2021 年 12 月現在、学校は

10 校、生徒 数は約 4,500 人で
約 200 人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。

▲パキスタンに送られる古着類

アル・カイールアカデミーとは

＜お持ち込みの場合＞
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。

新型コロナウイルス感染症の流行以来、アル・カイールア
カデミーはたびたび休校をせざるを得ない状況が続きま
した。感染が下火になってからは全校で授業が行われて
いますが、生徒の約2割は登校していないそうです。ムザ
ヒル校長は、子どもたちが休校中に仕事に就いたり、家事
の手伝いなどをするようになり、学校に来ることがむずか
しくなっていると言います。そうした子どもたちが学校に
来ることをあきらめないように、時間をかけて呼びかけを続けているそうで
す。子どもたちが学び続けるためには、子どもと家族、そして学校がともに努
力を続けることが欠かせません。

☎043-234-1206 (木曜日定休)

子どもたちが学び続けるために

ムザヒル校長

パキスタンのスラムで暮らす
子どもたちの自立支援JFSA

講師  小谷あゆみさん

講師  宮奈彰男さん

みんなに知らせたい！ 企画開催報告
農ある暮らし in 東京～わたしが食べる先にあるもの～12/4（土）

「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｡生活クラブの共同購入の視点から都内の農地をひろげ、
自給率を高めるための取組みを考えることを目的に、「食と農」政策委員会主催のオンライン講座を開催しました。講演では、
農の多様な価値を発信している農業ジャーナリストの小谷さんと、農産物の生産者グループ「農（みのり）安心ネットワーク*」
会長の宮奈さんよりお話を伺いました。（参加人数42人）

●農体験で得られる感動をひろげたい
講師の小谷さんは、アナウンサー時代に石川
県能登で米づくりの番組を制作したことをきっ
かけに、農にかかわることで得られる感動を伝
えたいと考え、ベジアナの活動を始めました。
農は SDGs の土台である自然資本の一部で、
食料生産にとどまらない価値を持っていると
紹介されました。

●顔の見える関係が有機農地をひろげる
2021 年 5 月に日本政府が制定した「みどり
の食料システム戦略」では、2050 年にめざ
す姿として「農地面積に占める有機農業の取
組面積の割合を 25％（100 万 ha）に拡大」

することが掲げられました。2020 年度の日
本 の 有 機 農 業 の 面 積 は 全 体 の 0.5 ％

（23,700ha）であり、その半数以上が有機
JAS 認証を未取得です。小谷さんからは、ブ
ランド取得にこだわらず、生活クラブの共同
購入のような、考えを同じくする仲間で生産
者を支えるしくみが有機農地をひろげるため
には重要であり、取組みを発信してほしいと
呼びかけられました。

●一億農ライフで耕す市民になろう
最後にタキイ種苗㈱による野菜と家庭菜園に
関する調査（2020 年）を引用し、家庭菜園
をしている人の約 3 割がコロナ自粛を機に家

庭菜園を始め、その内の 96％以上が継続し
たいと回答したことが報告されました。都内
でも JA や生活協同組合による体験農園が実
施されており、体験することで心身ともに健康
になり、農を支える裾野をひろげることにつな
がります。これまでの生活クラブの共同購入
での実績をいかし、協同組合どうしの連携し
た取組みへの期待で講演を結ばれました。

講演「サステイナブルな食とは」

講演「都市農業の現状」 

講師：小谷あゆみさん（農業ジャーナリスト/ ベジアナ）

●小平市の学校給食に地元の野菜を
小平市で営農し、生活クラブに 30 年以上農
産物を出荷している宮奈さんは、就農前の 6
年間、地元の JA で営業職をしていました。
職員として小学校に地場野菜の取組みを提案
した時には断られましたが、保護者の要望に
よって地場野菜や梨が給食に使用されること
になりました。現在では市内の小中学校の給
食の約 3 割に地場野菜を使用しています。保
護者の「通学路で毎日目にしている野菜を学
校でも食べさせたい」という素朴な声の力を
感じた出来事だったとお話されました。

●消費者からの声が一番のやりがい
農家を継いでからは、食べる人に喜ばれるこ
とが生産者冥利につきると感じてこられたそ
うです｡
どんな野菜を食べたいのか、栽培する過程や
種など、消費者が関心をもって交流すること
が生産者の努力につながっています。ただ「安
全安心」というだけではなく、お互いに知る
ことが生産者の応援になるとお話されました。

●後継者不足の解決は国の制度が鍵に
続いて宮奈さんから、後継者不足の要因は農
地を相続する際の相続税・贈与税の猶予を受
けるための条件がネックになっていると指摘

がありました｡ 固定資産税は 30 年の営農と
その後 10 年ごとの継続で猶予が受けられま
すが、相続税・贈与税は終身営農が必須です。
廃業すると特例が解除され、相続税・贈与税
の支払いが発生します。
農地の所有者が農業を続けられなくても、相
続税の猶予を継続したまま新規就農希望者や
市民農園開設者に農地を貸すことができる「都
市農地貸借法」については、このような制度
ができたのは、地域に農地を残したいという
市民の声があってこそと語られました。
地場野菜を食べ、農業が身近にある暮らしを
体験することで、農業の価値が実感できます。
都内に農地を残すために、おおぜいの消費者
に声をあげてほしいと締めくくられました。

首都圏近郊の 5 生産者団体イチオシの野菜が、年間通して毎週届く
セットです。組合員の予約登録により、生産者の新たな栽培方法へ
の挑戦を後押しできます。
2022 年度からは、毎週取組みに加えて隔週取組みでも登録できる
ようになります。予約登録して、ぜひご利用ください！

講師：宮奈彰男さん（農安心ネットワーク会長）

＊農（みのり）安心ネットワーク：生活クラブ東京の地場生産者の独自組織。現在の会員は東京都と埼玉県和光市の生産者 45 人。生活クラブの配送およびデポーに
 農産物を出荷しています｡ 農地を守り、より安全でおいしい農産物を育てることを大きな目的に活動をすすめています。

予約・あっぱれはればれ野菜おまかせ 4 点セットを登録して、生産者を応援！

●予約・あっぱれはればれ野菜おまかせ 4 点セット（毎週取組み）
　748 円（税込 808 円）　予約番号  803581　レシピ付き

▲宅地の中にある宮奈さんの畑





東京理事の リレーコラム 
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展示即売会

「Rびんを戻して持続可能な社会づくりに参加しよう」
生活クラブは「なるべくごみを出さない」「環境負荷を減らす」ために、
1994 年よりグリーンシステムを始めました。消費材のびんを回収・
洗浄してリユース（再使用）するしくみです。その中でびんの洗浄・
選別というリユースに不可欠で重要な工程を担っているのが洗びん
工場です。
昨年 12 月 9 日に老朽化した洗びん工場のリニューアル記念イベント
が行われました。洗びん工場を運営している ( 株 ) トベ商事 代表取
締役会長の戸部さんより「27 年前にリユース容器を自ら設計して、
世界に誇るシステムを開発しました。『１本のびんを戻す』ことが、
家に居ながらにして SDGs の実践となります。私たちが続けてきた
びんのリユースを、改めて世界にひろめていきましょう！」と呼び
かけられました。
私たちがすすめているグリーンシステムは、世界各国で叫ばれてい
るプラスチック汚染の問題を解決する、すばらしいしくみのひとつ
です。プラスチック製品をリサイクルしたり、プラごみを拾ったり
することも大事ですが、そもそも使わないことが重要です。取り組
む人を増やし、利用する人をひろげる｡ そして、未来の世代にむけ
た持続可能な社会づくりをいっしょにすすめましょう。

（生活クラブ東京　理事長　増田 和美）

● 2022 年度コミュニティおよびたすけあい活動予算について　●生活サポート基金への
融資について　● 2021年度生活クラブ東京 総代意見交換会の準備について　●役員
選挙規約改定について　●第54回通常総代会 総代選挙関連について　●中間監査報
告 付記事項への回答について　●電子帳簿保存改定に対する対応　●板橋センター新
築工事について　●第二次生活クラブ2030行動宣言案に対する単協意見について

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

生活クラブの学校 

※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。

卒業式・入学式、入社式の季節です。
この機会にスーツを新調しませんか？
約 4 週間でお届けいたします。
出展品目：スーツ、ワイシャツ、ジャケット

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

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｡
NPO 法人地球野外塾と生活クラブの共
催企画｡

●火おこしデイキャンプ
2 月20日（日）9:30 ～ 16:00
参加費：5,000 円／１人
マッチとライターを使わずに火をおこし、
デイキャンプで使ってみます。

【地域福祉の連続講座（全 4 回）】
ACT グループとの共催企画

●第４回 「安心して介護ができる」
しくみを知ろう（オンライン講座）
2 月 25 日（金）13:30 ～ 15:30
講師：香丸眞理子さん

（NPO 法人 ACT・人とまちづくり 理事長）

受講料：無料
介護者になった時の備えとして、介護保険
のキーパーソンである相談の専門職ケアマネ
ジャーについて学びましょう。

問
合
わ
せ

NPO 法人 ＡＣＴ・人とまちづくり
ＴＥＬ 042-479-4810

NPO 法人 ACT・人とまちづくり

◇直接 NPO 法人 ACT・人とまちづくりへお
申込みください

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

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

【ワーカーズ・コレクティブ紹介講座（全４回）】
東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合と
の共催企画

●第２回 地域で子育て！ワーカー
ズ・コレクティブすこっぷの活動
から見えてきた事（オンライン併用）
2 月 17 日（木）10:00 ～ 12:00
講師：北後真智子さん

（ワーカーズ・コレクティブ子育て応援チームすこっぷ 代表）

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

【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

●人工肉は食料問題の救世主にな
る?（オンライン講座・会場参加も可）
2 月5日（土）14:00 ～ 16:00
講師：大村美香さん

（朝日新聞社文化くらし報道部 be 編集 記者）
受講料：1,425 円
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

ヘルシーで未来の食料不足の救世主といわ
れる代替肉や培養肉が注目されています｡
フードテックと呼ばれる食の先端技術との
向き合い方と課題を考えます。

●福島「復興」の現在地
～終わりなき地域再生への模索～

（オンライン講座・会場参加も可）
2 月12日（土）14:00 ～ 17:00
講師：石井秀樹さん（福島大学食農学類准教授）

　　   林薫平さん（福島大学食農学類准教授）

受講料：1,425 円
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

震災・原発事故から 10 年が過ぎた福島の
現状と課題を、研究者のお二人と現地の方々
にお聞きします。福島でつくられた電気や
農水産物を消費してきた、私たちの関わり
方を考えましょう。

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）

○デポー国分寺 展示会
2 月5日（土）6日（日）10:30 ～ 17:30
会場＆問合わせ：デポー国分寺

（国分寺市泉町 3-33-2）

TEL：042-359-5160

予約不要

○デポーすぎなみ永福 展示会
2 月12日（土）13日（日）10:30 ～ 17:30
会場＆問合わせ：デポーすぎなみ永福

（杉並区和泉 3-7-1）

TEL：03-6265-7591

予約不要

●赤堤館 新生活応援フェア
2 月26日（土）27日（日）10:00 ～ 16:00
会場：生活クラブ赤堤館（世田谷区赤堤 4-1-6）

予約電話：ベストファイブ 
03-5300-4688（10:00 ～ 16:00）
定休日：水・日（祝日の場合は営業）

要予約

問
合
わ
せ

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

定休日：水・日（祝日の場合は営業）

【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㈱銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

●作って楽しむデイキャンプ
3 月6日（日）9:30 ～ 16:00
参加費：5,000 円／１人
協同村の敷地内にあるものを組み合わせて、
デイキャンプを楽しみます。

わたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q: 市販のパンは原材料名に「小麦粉（国内製造）」と
表示されています。生活クラブのパンには「小麦粉（小
麦（国産））」と表示されていますが、違いは何ですか？ 
A: 加工食品の原材料の産地は気になりますね。「小麦粉（国内製
造）」は小麦粉を日本で製造しているという意味で、小麦の産地は
表示ではわかりません。「小麦粉（小麦（国産））」は国産の小麦で作っ
た小麦粉ということです。
17 年に新たな原料原産地表示制度が施行され、22 年 3 月末までに
すべての加工食品に原材料原産地の表示が義務付けられました｡ し
かし、表示対象は重量割合上位 1 位の原材料のみである上、小麦
粉などの加工食品が原材料（加工原材料）の場合は、加工原材料の
製造地の表示が基本であり、産地が分かりにくい状況です。
生活クラブでは、消費材の包材には可能な限りすべての原材料の情
報を記載し、加工食品原材料も「原料原産地表示」を基本としてい
ます。

A

＼生活クラブのパンを食べよう！／
生活クラブの（株）オルタフーズと（有）ザクセンの食パンは
国産小麦を使用しています。
ぜひご利用ください！

●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
ジュエリーをお選びいただけます。ご予約
は事業企画課にお電話ください。

要予約

●パスポートカード会員募集
カードのお申込みで、東京真珠銀座店でも
生活クラブ展示会と同様のサービスが受け
られます。お電話にてお申込みください。
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

●きく屋宝石店 感謝祭
2 月4日（金）～ 13日（日）
10:00 ～ 19:00  （日・祝は 18:30まで）
会場：㈱きく屋宝石店（渋谷区渋谷 1-8-7）

特別企画のジュエリーから、普段使いの
ライトジュエリー、ご好評のジュエリーリ
フォームなど幅広くご用意しております。

予約不要

詳細は週刊生活クラブ東京
またはeくらぶをご覧ください。

受講料：500 円
会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

コロナ禍で対面のかかわりが極端に制限さ
れ、子育てがますます困難になってきていま
す。「地域で子育て」を一緒に考えませんか。

「長期住所不明組合員の自
由脱退手続き」に関する
公告

長期にわたり住所不明となった組合員
の自由脱退（みなし自由脱退）手続き
のため、2 月 1 日より 1 カ月間の公告
を行い、対象者の名簿をセンターおよ
びデポーに備え付け、閲覧できるよう
にします。

問合わせ：役員室 03-5426-5202

information




