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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 37,400 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（水）～ 7月31日（日）
アル・カイールアカデミー第 6 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(二重にしてください)、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く
ださい)・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、ビジネスス
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
（トレーナー/フリース/キャミソールは不可）・ワンピース・ジャケッ
ト/コート類（ジャンパー、ダウン、革ジャンなど）・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、2022 年 4 月現在、学校は 10 校、
生徒数は約 4,500 人で 210 人の先生と
40 人のスタッフが働いています。
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。▲カラチ市倉庫での荷下ろし

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。
https://jfsa.jpn.orgで予約できます。
お電話でも受け付けています。

JFSA千葉センターにて24,661kgの衣類などをコンテナに積み込み、3月24
日に送り出しました。4月2日に横浜港を出港し、4月29日にカラチ港に到着予
定です（4月6日現在）。到着した衣類は現地の卸売業者に販売し、販売価格か
ら経費を差し引いたものが学校の運営費となります。
最近の成果として、AKBG（アル・カイール事業グループ）が市場調査を行って
卸売業者と交渉し、販売価格を引き上げることができました。一方で、コンテ
ナの輸送費は事業開始当初の6倍以上となっており、経費の増加が課題となっ
ています。課題については、JFSAとAKBGで相談しながら対処しています。
通常の授業が再開されたアル・カイールアカデミーの子どもたちの支援を継続
するため、今後もみなさまからいただいた衣類などをできる限り活かして連帯
事業を推進します。

☎043-234-1206 (木曜日定休)

【JFSA活動報告】第77回コンテナ送り出しを行いました

パキスタンのスラムで暮らす
子どもたちの自立支援

＊葬祭サポーター…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
体である、東京ワーカーズ葬祭サポートセンターのメンバー。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っています。

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「終活サポート事業」について
紹介します。

式典を告別式1日で執り行います
価格：340,000 円（税込 374,000 円）
他にも、スタンダード（2 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。

ワンデープラン

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：焼のり・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

大切な人をなくしたときだからこそ、
葬祭サポーターが支えに
生活クラブのお葬式も消費材のひとつ、不明瞭な部分もないので
安心です。その人らしい葬儀をあげられるよう、私たちがていね
いにサポートしていきます。まずは葬儀学習会で「知る」ことか
らはじめてみませんか？漠然とした不安を安心に変えましょう。
（左から）長谷川ちひろさん、吉村節子さん、細谷正子さん

「知っているということが、安心につながる」
  と語るみなさん

問合わせ・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？

「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。

●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
●年収130万円未満の
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

通院給付　2,000円×16日= 32,000円

休業給付
≒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

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

100,000円÷30日×80％×15日

休業給付
≒8,400円

70,000円÷30日×60％×6日

どんな人が対象なの？ どんな時に支払われるの？

終活サポート事業
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展示即売会

「私たちがつくる持続可能な社会」
現在、生活クラブ東京全体で自治体へ向けた政策提案運動をすすめ
ています。テーマは東京の専門委員会が問題意識を掘り下げて、F（食）
東京の農業を守り育てる、E（エネルギー）エネルギー自給の向上、
C（福祉）子どもにやさしいまちづくりと、それぞれの委員会で統一
としました。
生活クラブでは生活に必要と思ったものを自分たちで作ってきまし
た。代表的なのは「消費材」ですが、課題は食だけではありません。
私たち生活者が地域に暮らすための生活の課題や問題を身近な自治
体に提案し、政策化することで住みやすい社会につながり、それに
伴って生活に必要なしくみや機能が生まれ地域に広がっていきます。
私たちの生活は政治とつながっています。具体的にはまちがテーマ
を決め、自治体の取組みやヒアリング、視察、学習会などを行い課
題解決のための政策・制度提案を作成し、自治体へ提案します。
今回は地域協議会とともに活動をすすめ、生活クラブ運動グループ
との連携を強めていきます。地域で活動する人を掘り起こし、地域
の主体を広げていくことから持続可能な社会へとつながります。私
には無理だわ！と思わずに、まずは行動を、そして一緒に楽しく活
動をすすめていきましょう♪

（生活クラブ東京　理事長　増田 和美）

●第 54 回通常総代会 議案の再確認、招集通知内容などについて　●第 54 回通常総代会 役員
補充選挙に伴う役員立候補の推薦について　●「まちづくり しごとづくりコネクト PJ」実行方針に基
づく「集いの場づくり」について　●デポー東村山およびデポーいたばしのマネージャー交代について
●保育園ぽむ経理会計処理実施要領の策定と目的別積立通帳の開設について　●福祉事業（保育
園ぽむ・あのねのお家）の就業規則改定について　●生活クラブ 2030 行動宣言（東京単協独自目
標）の承認と生活クラブ 2030 行動宣言の推進について

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。

実際に見て、ふれて、たしかめて購入で
きる、もう 1 つの共同購入です。

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｡
入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
※繁忙期（7/1 ～ 8/31）はプラス 200 円
駐車料：600 円／１日　休村日：火・水
※ 7/15 ～ 8/31 は休村日なし

○デポーすぎなみ永福 展示会
6 月4日（土）5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

わたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q: 消費材のせっけん類は、原材料にパーム油を使用
していますか？ 環境破壊が心配です
A:微量原料も含めると、脂肪酸、グリセリン、石けん用素地

（脂肪酸）などの表記の原材料にパーム油が含まれています。
パーム油は生産国での環境破壊や人権侵害などさまざまな課題が
あります。「生活クラブ 2030 行動宣言」における第 1 弾の対策と
して、７月１回（7/4 ～配達）から「洗濯用粒状せっけん」「洗濯
用無添加せっけん（針状）」と「洗濯槽用クリーナー」の原材料を
リサイクル脂肪酸に変更し、パーム油（由来脂肪酸）の使用量を大
幅に削減します。リサイクル脂肪酸への変更により、輸入パーム油
の使用量削減による原料脂肪酸の安定確保と価格の安定、国内でま
かなえるため国内自給力の向上が見込めます。
今回の変更により、生産者のヱスケー石鹸（株）が消費材に使用す
るパーム油由来原料は年間約 37 万トンから約 21 万トンとなり、
約 43％の削減となります（2020 年度総出荷量に基づく試算）。
他のせっけん類のパーム油対策は、次期
課題として対応を検討していく予定です。

A
【紳士・婦人スーツのお仕立て】
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。レディースシャツもお仕立て
します。

○デポー国分寺 展示会
6 月11 日（土）12 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

○デポー西東京 展示会
6 月18 日（土）19 日（日）10:30 ～ 17:30
会場＆問合わせ：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2日（木）14:00 ～ 19:30 
　   3日（金）10:30 ～ 19:30 
　   4日（土）10:30 ～ 19:00 
　   5 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ご登録のお客様限定の
特別な展示会。数多くのジュエリーを一般
価格より割引してご用意しております。

●東京真珠（株）サマーセール
6 月15日（水）～ 20日（月）11:00 ～ 19:00 
会場：東京真珠（株）銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

あこや真珠は華やかなピンクや淡い緑など
の色彩が魅力。長くお使いいただける、パー
ルネックレスをみつけませんか。

●天地堂 ランドセル　
2023 年モデル発売！ ランドセル専門店の天
地堂が自信をもっておすすめします。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｡ カタログはお電
話または右上の二次元コードより WEB（内覧
会の日程一覧）でお申し込みください。

●石窯ピザ焼き体験
6 月 12 日（日）26 日（日）
7 月 10 日（日）17 日（日）18 日（月）  　
24 日（日）11:00 ～ 13:00
参加費：1,600 円／ 1 人
ピザ生地を伸ばしてトッピング｡ 石窯に入
れて焼きます。

 ワーカーズ・コレクティブ草の実主催

●はちみつ絞りとミツバチの話
6 月 26 日（日）10:00 ～ 11:00
参加費：800 円／ 1 人
申込締切：6 月 5 日（日）※申込多数の場合は抽選

生産者からお話を聞き、はちみつ絞りを体
験できます。お土産付き！オプションで遊
ぼうパン（別料金 300 円／ 1 人）もあります。

●地元養沢の山羊のチーズを使っ
て石窯ピザ焼き体験
7 月 16 日（土）11:00 ～ 13:00
参加費：2,300 円／ 1 人
ピザ生地を伸ばして、山羊のチーズとはち
みつをトッピング｡ 石窯に入れて焼きます。

●秋川で魚釣り
7 月 31 日（日）10:00 ～ 14:00
参加費：2,100 円／ 1 人
秋川地域独特の釣り方でハヤ釣り体験。ニ
ジマスの塩焼き付き！（対象：小学生・保
護者同伴）

 NPO 法人地球野外塾と生活クラブの共催

●自作ランタンでホタル探し
6 月 18 日（土）13:00 ～ 20:30
参加費：5,000 円／ 1 人
自作ランタンを持って夜道を散策し、ホタ
ルを探しに行きます。JR 五日市線・武蔵五
日市駅解散。

●イチから作る青竹流しそうめん
7 月 3 日（日）10:00 ～ 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
竹の切り出しからはじめる「流しそうめん」

生活クラブの学校 
 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（CS まちデザイン）との共催
会場は生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

●女性の養生法～漢方的メンタルケアⅡ～
（会場開催・オンライン参加も可）

6 月15日（水）10:30 ～ 12:30
講師：邱紅梅さん（中医師、桑楡堂薬局顧問）

受講料：1,425 円
特に夏の睡眠トラブル対策を学びます。

●ゲノム編集の何が問題？
～日本と諸外国の現状を知る～

（会場・オンライン併用講座）
7 月20日（水）10:30 ～ 12:30
講師：印鑰智哉さん（OK シードプロジェクト事務局長）

受講料：1,425 円
高 GABA トマトの販売開始など身近に迫る
ゲノム編集食品との向き合い方を考えます。

CS まちデザイン

◇詳細・お申込みは CS まちデザインへ

原材料の変更と同時に、包材も変更します
マチあり包装からピロー包材への変更と、
PET 樹脂をリサイクル PET へ変更するこ
とで、現行包材と比較して約 30% 石油由
来プラスチックの使用量が削減されます。

●かたやま工芸ジュエリーフェア
6 月14日（火）～ 19日（日）11:30 ～ 17:00

（19日は 16:00まで） 
会場：Gallery KAZE（武蔵野市吉祥寺南町 1-18-23）

年に 1 度のお得なジュエリーイベント。さま
ざまな希少石を使用した、個性豊かな新作
ジュエリーを取り揃えております。

●たべものラボ～人工肉ってどんな肉？
（会場開催・オンライン参加も可）

6 月23日（木）10:30 ～ 12:30
講師：近藤惠津子さん（CS まちデザイン理事長）

受講料：1,150 円
話題の大豆ミートを使った食品の表示を見
たり、試食したりして問題点を探ります。

 「食と農」政策委員会主催フォーラム
生活クラブ東京  「食と農」政策委員会主催

●都市農業と学校給食～東京の
農業を持続可能なものにするため
に、今わたしたちができること～

（オンライン講座）
7 月9日（土）10:00 ～ 12:30
講師：澤登早苗さん（恵泉女学園大学 教授）

受講料：無料
より近い地域の中で「つくる」と「食べる」
をつなぐことができたら、都市農業を継続
していける？学校給食を入り口に都市農業
や有機農業について考えます。
申込＆問合わせ：政策調整部
TEL：03-5426-5204

 生活クラブでんきの連続講座（全 4 回）
生活クラブ東京  環境政策委員会主催
●第 1 回 気候変動アクション 30
～未来のためにできること～

（会場・オンライン併用講座）
7 月2日（土）14:00 ～ 16:00
講師：高橋真樹さん（ノンフィクションライター）

受講料：無料
会場：練馬センター（練馬区中村南 2-22-3）

「こども気候変動アクション 30 ～未来のた
めにできること～」の著者・高橋真樹さん
より、気候変動と世界の未来について伺い
ます。対象は小学校３年生から大人まで。
ご家族でご参加ください。
申込＆問合わせ：北東京生活クラブ
TEL：03-3970-4632

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212




