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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

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円です。

●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

コミュニティに参加しよう
まずは近くの組合員と知り合いになることから

始めてみませんか？
地域の広報紙をチェックしてイベントに

参加してみよう！

　エッコロたすけあい制度を利用したかったの
ですが、地域の組合員となかなか出会うことが
できませんでした。ご近所同士でつながれるの
ではと思い、2019 年にコミュニティを立ち上
げました。
　ギフト試食のモニター活動やクリーンアップ

大作戦など、生活クラブから提案される活動を中心に行っていましたが、
今年から少しずつメンバー発信の企画も開催しています。
　コミュニティメンバーに LINE で「週末にクリーンアップ大作戦をやる
から、来れそうなら来てね」と声をかけることもあります。ご近所にい
るので、思い立ったときに声をかけられる身軽さはいいですね。
　先日、近所に住むつわり中の組合員から、エッコロたすけあい制度を
使った家事手伝いの依頼がありました。私は都合がつかずコミュニティ
メンバーに連絡したところ、2 人のママさんがケアに名乗りをあげてく
れました｡ 自身もまだお子さんが小さく家庭のこともあるだろうに、困
っている誰かのところに駆けつけてくれるその気持ちに胸が熱くなりま
した。2 人ともケアは初めてでしたが、コミュニティ内でフォローし合い
ながら、すすめられてよかったです。

まち北　滝野川 6・7 丁目コミュニティ  
コミュニティーリーダー 白髭晴子さん 

▲コミュニティ主催企画「苔玉を作ろう！」を開催（2022 年 2 月）

A：暮らしの中の「ちょっと困った」を組合員同士でたす
けあう生活クラブ独自のしくみです。行政や民間のサー
ビスとは違う「おたがいさまのたすけあい」です。
「ケア」とは日常的な範囲での手助けのこと。ケアをす
る人は自分で探すことが原則です
が、見つけられない場合は、地域の
組合員が担う「エッコロコーディネー
ター」を介してケア者を探す場合も
あります。掛金の一部は、地域福祉
の推進にも使われています。

Q：エッコロたすけあい
  制度とは？

生活クラブ東京では、人のつながりを大切に地域の再生に
取り組むことに力を入れてきました。東日本大震災を機に、
地域での危機管理の大切さを再確認し、小さな単位での人
のつながり＝「コミュニティ」を地域につくっていこうと、活
動をすすめています。

私のコミュニティを
 紹介します！
～北東京編～

お肌にやさしいのは、製造工程の工夫の賜物
無漂白ロールペーパーシングルソフトは、一般的に使用されている漂白
剤や合成界面活性剤、石油由来の鉱物油を使わずに製造されています。
漂白剤の代わりに水で洗い絞る工程を 4 回繰り返す、鉱物油の代わり
になたね油ベースの剥離剤を使うなど、組合員と従業員の健康を考えて
作られています。

いざという時に備えて、計画的消費と備蓄を！
新型コロナウイルスの感染拡大が始まった 2020 年春、トイ
レットペーパーを含む日用品などが店頭から姿を消しました。
非常時に慌てないためにも、日用品や食料品を日常的に使い
ながら、使った分を買い足して備蓄する「回転備蓄」が重要
です。

使える！備える！環境にも
やさしいロールペーパー

「回転備蓄」のすすめ▲ 「ものづくり最前線」（「生活と自治」2020 年 5 月号）▲





東京理事の リレーコラム 

●生活クラブ生協・東京の顧問契約の追加選任について　●デポー西東
京のリニューアル工事予算と工期について　●東京理事会メンバーへの
PC 貸与について

月　理事会報告　議事抜粋

《7》 《6》

展示即売会

「消費材の買い取り責任を全うすること！」
酪農家の生産基盤が深刻化しています。
円安や原油高などの影響で配合飼料価格は過去最大の上げ幅
で酪農家の離農がすすんでいます。今後も離農がすすむと国内
の生産基盤はさらに弱体化し、地域の衰退にも直結する可能性
があります。
こんな社会情勢だからこそ、改めて「生活クラブの消費材は、生
産者と共につくっているオリジナル消費材」ということを理解して、
おおぜいの組合員に伝えること、そして消費者＝組合員の役割
である利用結集をすること、買い取り責任を全うすることを強く
組合員に呼びかける重要な時期にきています。
2022 年度第 1四半期（４～６月）の配送の利用状況は、前年
比 94.7％、計画比 95.1％と厳しい状況が続いています。前年
比に対して利用人員率の減少と注文 1回当りの申込み数量の減
少が大きく影響しています。生活クラブの運動をすすめる上では、
安定した事業の構築が必須です。組合員拡大とあわせて、もう
一品の利用活動や予約などの利用結集を行いながら、協同組合
としての連帯を強めて地域の活性化に向けて仲間づくりを拡げて
いきましょう。

（生活クラブ東京　専務理事　金丸正樹）

●詳細・お申込みは WEB から！

問
合
わ
せ

事業企画課 
ＴＥＬ 03-5426-5206

※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
あきる野市戸倉 863

ＴＥＬ 042-596-0103

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｡

生活クラブの学校 

●きく屋宝石店 
ジュエリー修理＆リフォームフェア
9 月6日（火）〜 15日（木）
10:00 〜 19:00  ※ 11日（日）は 18:30まで
会場：渋谷・宮益坂 ㈱きく屋宝石店

（渋谷区渋谷 1-8-7）

思い出や想いはそのままに、大切なジュエ
リーをよみがえらせます。お気に入りの指
輪やペンダントなどお好みのデザインに作
り変えます。

 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）との共催企画

CS まちデザイン

◇詳細・お申込みは CS まちデザインへ

問
合
わ
せ

NPO 法人ＣＳ・まちデザイン
ＴＥＬ 03-5426-5212

●生活クラブ赤堤館 常設会場
10:00 〜 16:00  定休日：水・日（祝日の場合は営業）

会場：生活クラブ赤堤館（世田谷区赤堤 4-1-6）

問合わせ：展示会関連
TEL：03-3324-4502（10:00 〜 16:00）
※ 7/5 〜 9/7 の定休日は火・水・日

 紳士・婦人スーツのお仕立て
スーツ・ワイシャツのお仕立ては通年、赤
堤館で受け付けいたします。高品質な生地
と適正な価格のイージーオーダースーツで

「私だけの一着」を仕立ててみませんか？

●東京真珠 クリアランスセール
9 月15日（木）〜 25日（日）
11:00 〜 19:00  定休日：火曜日
会場：東京真珠㈱銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

半期に一度のクリアランスセール開催！
最大 70%OFF の Price Down!（赤札・一部
商品を除く）

●東京真珠 パスポートカード
会員募集中
この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。お電話でお申し込みください。
特典内容
①カードのご提示で定価の 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

●天地堂 ランドセル
23 年モデル発売！ご注文の方にもれなく

「木製ネームタグ」「ランドセルカバー」を
プレゼント !　カタログご希望の方は、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
9 月 11 日（日）17 日（土）18 日（日）19 日（月）
23 日（金）24 日（土）25 日（日）
10 月 8 日（土）9 日（日）10 日（月）23 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

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）

 NPO法人地球野外塾と生活クラブの共催企画

●お月見ナイトハイク
9 月 10 日（土）13:00 〜 20:30
参加費：5,000 円／ 1 人
お月見弁当を作って金毘羅山に登ります。

●農的暮らしをはじめませんか
〜「耕す市民」のススメ〜

（オンライン併用開催）
10 月1日（土）14:00 〜 16:00
講師：榊田みどりさん
　　  （農業ジャーナリスト・明治大学客員教授）

会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

受講料：1,425 円／ 1 人
日本では近年、「多様な農の担い手」が重視
され、都市住民の「農への入り口」が増えて
います。「耕す市民」の意味を一緒に考えます。

 はたらくの講座
東京ワーカーズ・コレクティブとの共催企画

●起業講座（全３回）（オンライン併用開催）

第２回 私の事業プラン相談会
9 月 22 日（木）14:00 〜 16:00

第３回 私の事業プラン発表会
10 月 17 日（月）14:00 〜 16:00
講師：藤木千草さん（（一社）ぷろぼの工房）

　　   和田安希代さん（東京ワーカーズ 理事長）

　　   金子かほるさん（東京ワーカーズ 理事）

会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

ワーカーズ・コレクティブという働き方を知
り、事業化を考える企画です。事業計画、
資金計画などを作り、人材募集についてもみ
んなで考えます。

問
合
わ
せ

東京ワーカーズ・コレクティブ
ＴＥＬ 03-3207-1941

 地域福祉の連続講座
ACT（アクト）グループとの共催企画

●第３回 ケアが大切にされる社会に、
あなたもケアをする人に！（オンライン開催）
9 月22日（木）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）

　　   佐藤英子さん
　　   （NPO 法人 ACT・人とまちづくり 副理事長）

「ケア」の内容は育児から介護まで多様です。
自分がやれそうなことから「ケア」の一歩
をはじめてみませんか？

問
合
わ
せ

NPO 法人アビリティクラブ
たすけあい
ＴＥＬ 03-5302-0393

03-6679-6103
受付時間 ：月〜金
　　　　　　　　　　 （祝日除く）

10:00 〜15:00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、生活クラブと生活クラブ運動グループ
が作ってきた機能を、多くの組合員に活用いただくための総
合案内窓口です。子育てや介護、お金（家計）のことなど、日々
の暮らしの中での心配
ごとや困りごとはひと
それぞれ。生活クラブ
の幅広いネットワーク
がきっとお役に立ちま
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。

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三者に開示しません。
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

●デポー石神井 展示即売会
10 月1日（土）〜 2日（日）
10:30 〜 17:30 
会場 & 問合わせ：デポー石神井

（練馬区石神井台 8-22-5）

TEL：03-5947-3460

●手作りシェルターデイキャンプ
10 月 30 日（日）9:30 〜 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
携帯性に優れたエマージェンシーシートを
シェルター作りと調理に活用し、アウトド
アでの応用につなげます。

●第４回 地域のキラ･キラした
「居場所」を発見する（オンライン開催）

10 月14日（金）13:30 〜 15:30
講師：香丸眞理子さん（まちの縁がわ東京 代表）

4 カ所の「まちの縁がわ」をゲストスピー
カーに招きお話を伺います。地域の居心地
の良い「居場所」を作ってみませんか？

 生活クラブエッコロこども基金
地域福祉政策委員会との共催企画

●エッコロこども基金報告交流集会
（オンライン併用開催）

9 月24日（土）14:00 〜 16:00
講師：枝元なほみさん（料理研究家）

会場：生活クラブ館（世田谷区宮坂 3-13-13）

第 1 部では料理研究家の枝元なほみさんよ
り夜のパン屋さんや年越し大人食堂などの
お話を伺います。第 2 部ではエッコロこど
も基金で助成した団体が活動を報告します。

問
合
わ
せ

たすけあいネットワーク事業部 
ＴＥＬ 03-5426-5207

詳細・
WEBからの
ご相談▶




