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まち・小平　鈴１天４コミュニティ
コミュニティリーダー 平野久美子さん 

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。小さな単位の
人のつながり＝「コミュニティ」をさまざまな思い・きっかけから立ち上げた方々の活動の様子を紹介します｡

米こうじからつくる
こだわりのパン粉

◀︎
今年の緊急支援
物資受取訓練

あなたもコミュニティに参加しませんか？

◀︎地域センターに集まり、持っているだけになっている
　防災グッズをみんなで試しました

まち八王子南　松木コミュニティ
コミュニティリーダー
前田佳子さん・鈴木昌代さん 

居場所をつくりたい
6 年前まち委員長だった時に理事のすすめで立ち上げました。
昨年開催されたまちの縁がわフォーラムに、コミュニティメン
バーのひとりが参加しており、自分の地域でも居場所を作りた
いと手をあげてくれました。せっかくなので、コミュニティで
何かやれないかと話し合い、今年 3月から町内会館を借りて、
定期的に地域の居場所を開催してみることにしました。

身近な場所で、
楽しく無理なくできるつながり
メンバーとの会話の中から次に何をするか決めています。ヘナ染
めがうまくできないという話から集まってヘナ染めをしたり、春
は公園に花見に出かけたり、日程が合わない時はお休みにした
り、無理のない範囲でゆるりと活動しています。7月に近くの
南大沢 3丁目で新規コミュニティが立ち上がってからは、合同
で開催しています。
居場所は興味がある方ならどなたでも大歓迎です。日程はまち
広報紙に掲載しています。

▶︎
ヘナ染めの様子

気軽に情報交換できる
のもコミュニティの

良さのひとつ

▶︎
富士見台公園で

お花見

徒歩圏内 10 分のつながり
2019 年10月大型台風が襲来した時のことです。私も含め多く
の人が窓に養生し食料の買い出しに走る中、なんと友人は翌日
のハロウィンパーティーの準備をしていました。衝撃でした。
普段から備えることで、いざという時の安心につながることを
実感しました。でも物を備えるだけでいい？災害時は川の氾濫・
停電などは身近な情報でない
と意味がないのに、近所で助
け合える人のつながりはある
のだろうか？そんな時に徒歩
圏内10 分の地域のつながり
=コミュニティの存在を知り、
興味がわきました｡

立ち上げまで 3 年
ひとりでは心が折れそう、一緒にやってくれる人を見つけてから
と思い、まずは仲間探しから始めました。活動をする中で、こ
の人とならできる！と思える2人の組合員と出会い、コミュニテ
ィを作りたいと思ってから 3 年後の昨年、自分の誕生日にコミ
ュニティを立ち上げました｡

「楽しい」に人は集まる
みんなも私も「楽しい」を大切にしたくて、昨年の緊急支援物
資受取訓練は、物々交換会を同時開催しました。それぞれが持
ち寄ったものを交換する際に、人となりが見えて会話も弾み、
とてもよかったです。まずは今あるつながりを大切を育ててい
き、ゆくゆくはメンバーでエッコロたすけあい制度を使い合える
ような関係になっていけるといいなと思っています。

▲前田さん ▲鈴木さん

をめざして実験と研究を繰り返し、1983 年 11月にお米を原料とした
酵母を開発しました。その後も安定したパンづくりのため、小麦粉の配
合やパン生地の発酵時間なども含めて研究し、小麦粉本来の旨味や天
然酵母の香味を感じるパン粉づくりを行っています。

無添加にこだわり、自家製酵母からつくる特別なパン粉
（株）味輝では1973 年の創業当時から、無添加のパン作りにこだわって
きました。しかしその当時、市販の酵母はいずれも添加物が含まれて
おり、完全無添加のパン作りはほぼ不可能でした。
日本人の味覚に合う「米」を使った酵母を自家製し、パンをつくること

ご近所の組合員を見つけることからはじめてみませんか？
関心のある方は、まずはコールセンターまたはデポーにおたずねください。

ゆるく楽しく近 所でつながる





東京理事の リレーコラム 

● 2022年度リニューアル活動の振り返りと 2023年度リニューアル計画案
●住宅事業の今後の方針（外部化）について

月　理事会報告　議事抜粋
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展示即売会

「地場野菜を学校給食に！」
今、「オーガニック給食」の運動が全国で拡がっています（WEB
サイト「オーガニック給食マップ」参照）。これは、ただ単に「食
材を化学肥料や化学農薬を使わない農産物にする」という運動
ではありません。一番大事な視点は「子どもたちの健やかな育
ち」。そして「未来に負の遺産を残したくない」というおとなたち
の思いの連なりです。先進的な事例は、武蔵野市や日野市、千
葉県いすみ市、長野県松川町、韓国の「親環境無償給食」など
ですが、共通するのは、関わるさまざまな立場の人がひとつのテー
ブルについて意見を交わし、小さなコミュニティでネットワークを
作り上げている点です。例えば、献立を考える人、食材を調達
する人、畑で野菜を作る人、できた野菜を運ぶ人、調理する人、
そしてそれを支えるしくみづくり。子どもたちや親も米や野菜作り
に参加して、自然を守ることの大切さを学びます。
生活クラブ東京でも、自分の住んでいる市区町村で「東京の農
業を守るために地場野菜を学校給食に活用する」ことを政策提
案していこうと活動しています。あなたの所属する「まち」ではど
のような動きがあるでしょうか？ぜひ、関心を持って活動の輪に
加わってみてください。

（生活クラブ東京　副理事長　加瀬和美）

●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
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｡

●人形の久月 ひな人形展示即売会
1月16日（月）〜 1月31日（火）
10:00 〜 18:00 
会場：久月浅草橋総本店

（台東区柳橋 1-20-4）

ひな人形を特別価格で購入できる展示即売
会を開催します。組合員確認ができる、配
達伝票や個人引落通知書などをお持ちくだ
さい。

●デポー展示即売会
卒業式や入学式、入社式の季節です。この
機会にスーツの新調はいかがですか。 約 4
週間でお届けします。

 紳士・婦人スーツのお仕立て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。

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

はたらくの講座　
東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合
との共催企画

●起業講座＜全 3 回＞ 
第 2 回 事業の具体化を考えよう

（オンライン併用講座）
2 月4日（土）14:00 〜 16:00
講師：東京ワーカーズ・コレクティブ理事、
　　   ( 一社）ぷろぼの工房代表
第 1 回で選んだテーマについて、誰を対象に、
どこでどんな事業を行い、事業開始に必要な
ことは何かなどを具体的に考えます。

○デポーいたばし
1月14日（土）15日（日）10:30 〜 17:30 
会場 & 問合わせ：デポーいたばし

（板橋区徳丸 2-30-16）

TEL：03-5922-5444

詳細・
WEB からの
ご相談▶

○デポー町田
1月21日（土）22日（日）10:30 〜 17:30 
会場 & 問合わせ：デポー町田

（町田市成瀬が丘 2-27-1）

TEL：042-706-0360
同時出展：アイ・メイト（めがね）

○デポー西東京
1月28日（土）29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
同時出展：アイ・メイト（めがね）

●きく屋宝石店感謝祭
2 月3日（金）〜 12日（日）10:00 〜 19:00 
 （5日・11日・12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）

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。

入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
駐車料：600 円／１日 
＜3/15 までの特典＞
・イベント参加者は入村料 200 円引き
・駐車料金半額
休村日：火・水

 NPO法人地球野外塾との共催企画

●薪割り・焚き火デイキャンプ
1 月 22 日（日）9:30 〜 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
薪を割り、その薪で焚き火料理を作ります。

●火起こしチャレンジデイキャンプ
2 月 19 日（日）9:30 〜 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
マッチとライター以外の方法で火をおこし、
デイキャンプで使ってみます。

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
休村日：火・水

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（CS）・
まちデザインとの共催企画

●フードバンクから見える食の格差
〜誰もが食を分かち合える社会へ〜 

（オンライン講座）
1月27日（金）14:00 〜 16:00
講師：米山けい子さん
　　   （認定 NPO 法人フードバンク山梨理事長）

受講料：1,425 円
フードバンクによる食品ロス削減や食料支援、
子どもへの学習支援の活動の現状と、そこか
ら見えた食の格差や貧困などの社会問題につ
いて伺います。だれもが食を分かち合い、心
豊かに暮らせる社会をどう創るかを考えます。

（録画視聴可）

会場記載がない場合は生活クラブ館開催
（世田谷区宮坂 3-13-13）

●有機農業を広げるために消費者
ができること （オンライン併用講座）
2 月4日（土）10:30 〜 12:30
講師：石井宏治さん
　　   （株式会社オーガニックネットワーク代表取締役）

受講料：1,425 円
新しく施行された「みどりの食料システム
法」には、実現に疑問符のつく有機農業面
積の拡大目標などがあるものの、環境と調
和のとれた食料システムは大切です。東京
都出身の非農家から新規就農した講師と、
消費者はどう行動すべきか考えます。

（録画視聴可）

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

 「食と農」政策委員会主催

●きばるの甘夏みかんを知る
（オンライン併用講座）

1 月 20 日（金）10:00 〜 12:00
記録映画『水俣の甘夏』を観て、生産者が
甘夏に込める思いについて学びます。その
後、甘夏を食べ続けていくために私たちに
何ができるか、意見交換を行います。

第 55 回生活クラブ生活協同組合通常総代会を開催します
日時：6 月 15 日（木）　開会：10:00（開場 9:30）
会場：京王プラザホテル （新宿区西新宿 2-2-1）

■役員選挙のお知らせ
第 55 回生活クラブ生活協同組合通常総代会の開催にともない、定
款および役員選挙規約にもとづき、役員（理事・監事）立候補の公
募をします。選挙区ごとの公募です。
任期：2025 年度総代会までの 2 年間  立候補受付締切：2 月18日( 土 )

生活クラブ運動グループ・
インクルーシブ事業連合主催

●命を育む性教育（オンライン併用講座）
2 月4日（土）10:30 〜 12:30
講師：宮原由紀さん（命育代表）

「命育（めいいく）」が行っている性についての
正しい知識を発信する取組みについて伺いま
す。地域の団体からも話を聞き、どのように
市民が連携していくかを考え、それぞれの地
域活動に繋げていく機会とします。

問
合
わ
せ

生活クラブ運動グループ・
インクルーシブ事業連合
ＴＥＬ 03-5426-5207

●協同組合・学ぶシリーズ
生活クラブ生協が協同組合だって、
知っていましたか？

（オンライン併用講座）
1月28日（土）14:00 〜 16:00
講師：東京ワーカーズ・コレクティブ理事、
　　   ( 一社）ぷろぼの工房代表
協同組合とは何でしょうか。その協同組合の
価値と原則、歴史を改めて学び、生活を自治
する市民を増やす生活クラブ生協の活動につ
いて一緒に考えましょう。

問
合
わ
せ

東京ワーカーズ・コレクティブ
ＴＥＬ 03-3207-1941

問
合
わ
せ

政策調整部
ＴＥＬ 03-5426-5204




