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消費材を育てるのは私たち
消費材 Step Up 点検

みんなに知らせたい！ 企画開催報告

生活クラブではCO2排出量の削減と脱原発の実現のため、再生可能エネルギーの取組みを推進しています。その
実践として、再生可能エネルギー発電所由来の電気を電源の中心とする「生活クラブでんき」の意義を伝え、契約
者を増やす活動をしています。「生活クラブでんき」を知らせる役割を担う組合員リーダーとデポーフロアーワー
カーズ、生活クラブ職員を対象に実施したスタート集会から、講演の概要を報告します。

●市民によるエネルギーの自治をめざして
　冒頭、鈴木さんからチェルノブイリ原発事故
や泊発電所（原子力発電所）をめぐる運動を
振り返って「原発への反対運動に加えて、代替
エネルギーの提案と実践が必要」と考え、北
海道グリーンファンドを設立したとお話があり
ました。北海道グリーンファンドでは、エネル
ギー・地域社会・金融の 3 領域からの社会変
革をめざして、市民事業としての実現性などか
ら市民風車の取り組みをしています。

　市民風車は、組合員が省エネによってうみだ
したお金の寄付による「グリーンファンド基金」
や市民出資によって建設されています。市民風
車第 1 号「はまかぜ」ちゃん（北海道浜頓別町）
は、217 の個人と団体から1 億 4,150 万円の

市民出資を集め、2001 年に稼働を開始しまし
た。市民風車は全国にひろがり、2022 年 4 月
現在 38 基（設備容量：約 8 万 kW）が稼働し
ています。これは約 57,000 世帯が年間使用す
る電力量にあたります。

●再生可能エネルギー発電所の拡大は、
「生活クラブでんき」への切り替えから！
　市民風車建設により、再生可能エネルギー
発電所をつくってきた鈴木さんですが、日本の
再生可能エネルギー発電所はまだまだポテン
シャルがいかし切れていないと語られました。
2020 年の世界の電源構成の 27.7％が再エネ
発電所由来である一方、日本では 19.8％が再
エネ発電所由来です。
　生活クラブでんきは 89.1％（2022 年 1月実

「生活クラブでんき」スタート集会4/8（金）

講師　鈴木亨さん

でんきの選択は未来の選択

NPO法人北海道グリーン
ファンド理事長

績）が再生可能エネルギー発電所由来であり、
生活クラブ東京の組合員が東京電力から生活
クラブでんきに切り替えることで、日本全体の
再生可能エネルギー増につながることが示され
ました。

参加者アンケートから
●生活クラブでんきは地域の活性化も可能にし、都市と産地の地域間連携の関係もつくりだす素晴らしい架け橋であり、生活クラブでんきに
切り替えることは、ポジティブな未来をつくる重要な選択なのだと感じました。
●自前の電源を持っていなかった電力会社が倒産したということを初めて知りました。生活クラブでんきは自前の電源を増やしていることに自
信を持ちました。

出典 ： 資源エネルギー庁WEBサイト
（https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/results.html）
BP,Statistical Review of World Energy2021(2021年7月）
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主催：環境政策委員会

協同村ひだまりファーム
（あきる野市戸倉863）

 7月28日（木）
10：30～12：00

生活クラブ館
（世田谷区宮坂3-13-13）

多摩統合センター
（町田市小山ヶ丘2-3-11）

 8月27日（土）
10：00～12：00

 7月30日（土）
10：30～12：30

おしえて！永添さん！
おひさまエネルギーのこと

講師：永添一彦さん（一級建築士）
夏休み親子企画です。おひさま湯たんぽや協同村の太陽熱シャワーを実際
に見ながら、お話を伺います。屋外でおひさまエネルギーを体感しながら、
楽しくエネルギーについて学びましょう。

再生可能
エネルギー

＜問合わせ：多摩きた生活クラブ　TEL.042-395-5002 ＞

～親子でまなぶ太陽エネルギー
　＠協同村～

「わたし」にできること
から。2011･3･11～今日
まで、そして

講師：落合恵子さん
　　　（作家・子どもの本の専門店クレヨンハウス主宰）

「さようなら原発 1000 万人アクション～脱原発・持続可能で平和な社会
をめざして～」で活動を続ける講師よりお話を伺います。脱原発の意思
表示として、再生可能エネルギーを選ぶことの意義を確認しましょう。

脱原発

＜問合わせ：23 区南生活クラブ　TEL.03-3426-9914 ＞

気候危機、だれかが
なんとかしてくれる？
わたしにできること、考えよう。

講師：露木しいなさん（環境活動家）
温暖化や気候危機という言葉はよく聞くけれど、今地球で何が起こってい
るのか？ 20 歳の環境活動家、露木しいなさんのお話をきいて自分に何がで
きるのか考えてみましょう！（対象：小学校高学年～どなたでも参加 OK）

気候
危機

＜問合わせ：多摩南生活クラブ　TEL.042-798-4371 ＞

再生可能エネルギー、脱原発、気候危機のテーマ
で学習会を実施します。１回のみの参加も可能。
参加費は無料です。ぜひご参加ください！

詳細・申し込み▶︎

オンライン可 オンライン可

日本で初めて市民風車を設置した、NPO法人北海道グリーンファンドの鈴木亨さんよりお話を伺いました。市
民風車の建設によるエネルギーと地域づくりの実践や、世界的に再生可能エネルギーによる発電量が増えてき
ている現状、「生活クラブでんき」のひろがりが日本のエネルギー自給率の向上につながることを講演を通して
共有しました。（参加人数　66人）

でんきの連続講座
を開催します！

オンラインでも消費材 Step Up 点検
消費材Step Up点検は、組合員が生産現場に行って消費材の成
長の結果を確認し、生産者の努力や課題を認識する活動です。そ
の中で生産者に意見や指摘も行い、消費材の向上につなげてき
ました。2020年度より、一部の生産者ではオンラインでの点検
も実施しています。 オンライン消費材 Step Up 点検▲

地域で生産者が異なる、こだわりのお豆腐
寺田さんが消費材Step Up点検を行ったお豆腐は、地域に
よって生産者が異なる「地域開発消費材」です。生産者は違
っても、「国産大豆」「天然にがり使用」「消泡材不使用」
にこだわって製造しています。

お豆腐の取組み▲





東京理事の リレーコラム 
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展示即売会

「CO・OP 共済でつくる持続可能な地域社会」
困ったときの組合員同士のたすけあいのしくみ「CO・OP共済＜たす
けあい＞」の保障内容が2022年 9月より新しくなります。
CO・OP共済＜たすけあい＞は1984年に誕生し、10万人からスター
トしました。その後1998年には加入者が235万人になり、女性コー
スが誕生しました。2007年からは病気入院の1日目から保障となり、
加入者が910万人になったことで2021年 9月からジュニアコース
の満期年齢が30歳に延長されました。加入者が増えることでたすけ
あう力が大きくなり、保障内容が良くなってきていることが良くわ
かります。
今回改定の大人向けの保障では、特に女性向けの入院保障が手厚く
なります。1日当たりの金額がアップし、さらに女性特定の病気を
対象としてプラスされていた日額が病状に関わらず対象になります。
組合員同士のたすけあいに参加する人が増えることで、参加者が使
いやすいように保障の内容が充実するのが、共済の大きな強みです。
人と人とのたすけあいによる持続可能な地域社会づくりをめざして、
CO・OP共済をこれからも広げていきましょう。

（生活クラブ東京　副理事長　小寺 浩子）

●東京都予算提案に向けたスケジュールについて　●政策提案運動 ブロック単協及びまちの進捗と
今後の対応確認　●生活クラブ連合会実施広報と連動したブロック単協における拡大活動について
●東京都生協連 都内災害ボランティア新団体（一般社団法人）設立への協力について　●コネクト
推進機構の設立について　● 2022 年度・生活クラブの学校企画開催に向けた東京ワーカーズへの
支援について

【臨時】● 2021 年度決算、剰余金処分（案）について　● 2022 年度予算（案）および設備投資
計画（案）について　●板橋センター建替えの施工会社の決定について　●第 54 回通常総代会関
連・議案書

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

●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）

※ 7/5 ～ 9/7 の定休日は火・水・日

 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。

●きく屋宝石店 七夕フェア
7 月1日（金）～ 7日（木）10:00 ～ 19:00
※３日（日）18:30 まで
会場：きく屋宝石店 渋谷本店（渋谷区渋谷 1-8-7）

星のように煌めくジュエリーをご用意して
お待ちしております。

●石窯ピザ焼き体験
7 月 10 日（日）17 日（日）18 日（月）  　
24 日（日）
8 月 7 日（日）11 日（木）12 日（金）
13 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

●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）

生活クラブの学校 

 地域福祉の連続講座
ACT（アクト）グループとの共催企画
●第 2 回 元気なうちに考える実家
の親のケア（オンライン開催）
7 月19日（火）13:00 ～ 15:00
講師：チームたすけあいワーカーズ
　　   （各たすけあいワーカーズ理事長）

何となく後回しにしている実家の親のこと。
離れて暮らす親の不便を解消する方法など
を紹介します。

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

生活クラブ共済連の
高齢者・障がいをもつ方の
ための相談窓口

03-5285-9031
受付：毎週木曜日
10：00 ～ 16：00

組合員およびその家族で高齢者・障がい者の方が、成年後見制度、
財産管理、介護契約・サービス不服申立、遺言作成等に関する相談
ができるように「第二東京弁護士会」と連携して、高齢者・障がい者
の方を担当している所属弁護士を紹介できる相談窓口です。

組合員

相談窓口 弁護士

❶電話相談
❸直接相談
相談内容に応じた弁護士と直接
相談することができます
＊面談相談が基本で有料（別途案内）

❷弁護士の紹介
高齢者・障がい者を担当する
弁護士を紹介します

受付事例の紹介
●父親がなくなり、母
親 が 認 知 症 なの で、
成年後見と相続に関す
る相談をしたい。

●父親が認知症に…。
しかし、後見人でない
ため、定期預金が解約
できずに困っている。

●母の後見人になり
たいが、兄弟に反 対
されている。誰かに
相談したいけれど…。

相談窓口：生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会
生活クラブ共済連の相談窓口の受付事例として、成年後見と相続に
関する相談が多くあります。また、将来の不安に対する準備としての
相談などもあります（下の内容を参考にしてください）。

 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
員に直接提供出来るので高品質・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）

●パスポート会員募集
このカードをお申込みいただきますと東京真
珠銀座店において生活クラブ展示会と同様
のサービスが受けられます。
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」と「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。

●石窯で焼くライ麦パンとスモーク
チーズ
8 月 6 日（土）10:00 ～ 15:00
参加費：2,500 円／ 1 人
生地ねり、醗酵、成型、窯入れから窯出し
まで行います。空いた時間でチーズをスモー
クします。オプションでお昼にピザもあり
ます。（要予約別料金）

●藍の生葉染
8 月 7 日（日）10:00 ～ 12:30
参加費：1,200 円／ 1 人 ※布代別料金
藍の生葉を使って布を染めます。素敵な空
色に染まります。

●多摩産のチーズを使って石窯ピ
ザ焼き体験
8 月 14 日（日）11:00 ～ 13:00
参加費：2,300 円／ 1 人
ピザ生地を伸ばし、多摩産のチーズとはち
みつをトッピング、石窯に入れて焼きます。

 食農共育講座
CS まちデザインとの共催企画
●生産者とのコラボ講座 
加工酢や体にいい酢って？酢を知
り、料理に活用！（会場講座）
7 月 28 日（木）10:30 ～ 12:30
講師：野口純さん（私市醸造㈱営業部）

　　   石川美香さん （料理研究家）

受講料：2,900 円（お土産・ランチ含む）
生産者のお話を聞き、「酢」をつかったラン
チを味わいます。レシピ・料理解説付き！

 起業講座（全 3 回）  
東京ワーカーズ・コレクティブとの共催企画
●第 2 回 私の事業プラン相談会

（オンライン併用開催）
7 月11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）

問
合
わ
せ

東京ワーカーズ・コレクティブ
ＴＥＬ 03-3207-1941

会場記載が無い場合は生活クラブ館
（世田谷区宮坂 3-13-13）

問
合
わ
せ

ACT たすけあい
ワーカーズ・コレクティブ連合
メール  actrengo@gmail.com

 インクルーシブ事業連合 介護保険学習会 2022
生活クラブ運動グループ・インクルーシブ
事業連合との共催企画

●介護保険制度 20 年のこれまで
とこれから～あなたは介護保険を
知っていますか？～

（オンライン併用開催）
7 月16日（土）14:00 ～ 16:00
講師：鏡 諭さん
　　   （法政大学大学院公共政策研究科兼任講師）

40 才になったら一生払い続ける介護保険。
介護保険制度の現状と課題を伺います。

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

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

　　   金子かほるさん（東京ワーカーズ 理事）

ワーカーズ・コレクティブという働き方を
知り、事業化してみたい事業を考える企画
です。




