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　近くに住む組合員とお友だちになり、育
児のこと、消費材のことなど情報交換した
いと思い、2017 年にコミュニティを立ち
上げました。
　これまでに梅ジュースづくり、紅玉でお
菓子づくり、手づくりこんにゃく、甘夏マ

ーマレードづくりなど、季節の消費材を楽しむ会を行いました。直
接会うことが難しい時期には、バケツ稲選手権を行い、LINE で
稲の様子を報告し合い成長を楽しみました｡ 他にも、冬ギフト試
食モニターを開催し、試食した感想を報告し合いました。その後、
まとめたものをまちのSNSにも投稿しまち活動にもいかしました。
緊急物資受取り訓練は毎年実施しています。
　今年度は街歩きをして AED マップをつくる予定です。救命講習
を受講したいという要望がコミュニティ内で上がっていますが、み
なさんの予定を合わせるのがむずかしく実現できていません。今
後の目標として、コミュニティメンバー同士で気軽にエッコロたす
けあい制度を使える関係になっていくとよいなと思っています。

まち江戸川　江戸川コミュニティ
コミュニティーリーダー 庄司瞳さん 

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。

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｡

のらっこあきる野で
農業に挑戦！

生活クラブのお葬式「最期」のお別れは安心とともに
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。

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　葬儀 検索 0120-098-325

▲茶話会の様子

私のコミュニティを
 紹介します！
～23区南編～

▲直接に会えない時で
も LINE でつながり、バ
ケツ苗の成長を報告し
合いました

多くの組合員が「のらっこ」で農作業を体験し、都市農業への
理解を深めています。

「のらっこあきる野」の 2023 年度入園者募集はジョイエス12
月号に掲載予定です。お申し込みをお待ちしています。

提携生産者の農地で、農業を知ろう
生活クラブ農業体験農園「のらっこ」は、提携生産者の畑で指
導を受けながら耕作体験ができる農業体験農園です。「のらっこ
あきる野」は、「のらっこしみず」（埼玉県和光市）、「のらっこお
いぬま」（町田市）に続き 3 カ所目として開設されました。

エッコロたすけあい制度▶︎

まち
◀ コミュニティ活動を動画で
　紹介しています

終活サポート事業





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

相談窓口：生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会

「ジョイエス12 ～ 3 月号」モニターを募集します！
モニターアンケ―トにていただいたご意見は今後の紙面づくりに反映さ
せていきます。４号分すべて回答いただくと、謝礼として 1,000 円分の
図書カードをプレゼント。

◀︎申込みはWEBサイトから　　
　  お電話でも受け付けます TEL：03-6697-6135（情報政策室）

●11 月11日（金）締切
　  （応募多数の場合は抽選。当選者のみにメールでご連絡）

若者おうえん基金にご協力ください！
社会的養護下で育った子ども・若者を支援する基金を造成し、支援体制づくりを行っ
ています。より多くの若者を支えるため、ご協力をお願いいたします。
カンパは 11 月 5 回まで受け付けます。詳細は「週刊生活クラブ東京」
または WEB にてご確認ください。

問合わせ TEL：03-5426-5207（たすけあいネットワーク事業部）

東京理事の リレーコラム 

● 2023 年度東京都予算編成に関する提案書提出について　●生活クラブ 2030
行動宣言 東京単協独自目標推進に向けた工程表と今後のすすめかた　
●ゲノム編集トマト苗の小学校への配布反対運動 実行委員会への参加について　

月　理事会報告　議事抜粋
●「世界気候アクション 0923」への賛同について　●エッコロこども基金審査会
報告　●エッコロこども基金 ワーカーズによる食の提供支援に対する助成　
●『悠遊』応援カンパ及びチラシの配布について　●協同村利用ルールの一部改定

《7》 《6》

展示即売会

「組合員と共につくる福祉事業」
1993年、生活クラブ生協東京の組合員が寄付を出し合い、社会
福祉法人悠遊を西東京市（旧保谷市）に設立しました。住み慣
れた地域で安心して住み続けることができるよう、悠遊はその人の
思いを大切に、一人ひとりを支え、地域とともに築く福祉をめざし
て事業を行ってきました。2023年には30周年を迎えます。
2012年に生活クラブ・ケアセンター世田谷、2019年には安心ケ
アセンター・悠遊えごたを開設し、訪問介護、グループホーム、
小規模多機能型居宅介護など、13事業を展開しています。しかし
長く続くコロナ感染拡大により、事業所内での人員不足や利用者
減少など厳しい状況が続き、事業継続への支援が必要です。
私たちが暮らす地域に必要な事業を支援するため、組合員による
『悠遊』応援カンパをお願いします。（カンパの申込みは表紙をご
覧下さい。）
悠遊を応援するカンパをきっかけに、誰もが住み慣れた地域で安
心して住み続けるために、地域でできることや地域の資源をどのよ
うに活かせるのか、考える機会になるよう願っています。

（生活クラブ東京　副理事長　小寺浩子）

● WEB でも詳細の確認・お申込みができます

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
休村日：火・水

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 

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

○大泉センター 展示会
11月19日（土）10:30 ～ 16:00  
会場：大泉センター（練馬区大泉学園町 1-7-13）

同時出展：「健康を足元からサポート」する
靴（パラマウント）。自然素材に特化した雑
貨（生活アートクラブ）。クッキー、パウン
ドケーキ（まめ）。

 紳士・婦人スーツのお仕立て

●天地堂 ランドセル
人気のカラーから品切れになります！ご注
文の方にはもれなく「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

●石窯ピザ焼き体験
11 月 20 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企画

入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
※イベント参加者は 200 円引きとなります。

（期間：9 月 1 日～ 3 月 15 日）

駐車料：600 円／１日　休村日：火・水

NPO コミュニティスクール（CS）・
まちデザインとの共催企画

●オンライン親子料理教室
「大根をおいしく食べましょう」 

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

サイズはもちろんデザインもこだわり、細か
いところまで好みにあわせてお仕立ていただ
けます。約４週間でお届けいたします。

問
合
わ
せ

展示会関連
ＴＥＬ 03-3324-4502（10:00 ～ 16:00）
定休日：水・日（祝日の場合は営業）

 NPO法人地球野外塾との共催企画

●十徳ナイフ徹底活用デイキャンプ
11 月 6 日（日）9:30 ～ 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
十徳ナイフを余すことなく使いこなすデイ
キャンプ！

問
合
わ
せ

NPO 法人 
アビリティクラブたすけあい
ＴＥＬ 03-5302-0393

●パラマウント 靴の内覧会
11月11日（金）12日（土）
9:00 ～ 18:00 
予約受付期間 10/24 ～ 11/4（先着順）
会場：ポディア飯田橋店

（新宿区新小川町 9-6）

男女靴、ウォーキングシューズ、子ども靴
ほか。インソール調整、修理、足と靴のお
悩み相談も受け付けます。

予約制

●さつまいものつるでリースを作ろう！
11 月 13 日（日）10:00 ～ 13:00
参加費：500 円／ 1 人
定員：10 家族
さつまいものつるでリースを作り、コットンボー
ルで飾り付けます。焼き芋も行います。

 協同村・綿サークル主催企画

●石積みワークショップ
11 月 5 日（土）6 日（日）10:00 ～ 15:00
参加費：1,000 円／ 1 人（入村料を含む）
※２日間参加の方は、２日間通しで 1,000 円
定員：各日5 家族
協同村の石垣をコンクリートやモルタルを
使わない「野面積み（空石積み）」で積んで
いきます。（昼食付き）

 生活クラブ主催企画

●東京真珠 謝恩セール
12 月2日（金）～ 4日（日）
10:30 ～ 19:00 （最終日のみ 18:00 まで）
会場：時事通信ホール

（中央区銀座 5-15-8  時事通信ビル 2F）

品揃えは一万点以上！新作も多数取り揃え
ています。広々とした会場でゆっくりとご
覧いただけます。

●きく屋宝石店 クリスマス催事
12 月9日（金）～ 13日（火）
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）

この冬にぴったりで素敵なジュエリーが数
多く登場します！ 大切な人への贈り物にい
かがですか。

●親子食農体験 
土に触れ、秋野菜を収穫してみよう！
11月23日（水）10:30 ～ 12:30
講師：白石好孝さん （練馬農家）

受講料：収穫体験する親子 2 人 1 組で
　　　   3,625 円（野菜代金含む）
会場：練馬区白石農園
白石農園で大根・キャベツ・ブロッコリー・カ
リフラワーなどを収穫します。

○小平センター 展示会
12 月3日（土）10:30 ～ 16:00  
会場：小平センター（小平市花小金井 8-13-4）

同時出展：一人ひとりの足に合わせた靴選
びを大事にしています（パラマウント）。肌
にやさしいをコンセプトにしたインナー
ウェア（PeaPod）。

11月12日（土）10:30 ～ 12:00
講師：小林つかささん （CS 料理講師）

　　   近藤惠津子さん （CS まちデザイン理事長）

受講料：2,850 円
ご自宅の台所で、画面を見ながら親子で３
品の大根料理をつくりましょう。

● CS まちデザイン 20 周年記念講座
今、改めて食について考える
－フード・マイレージから見えてくる
もの－（オンライン併用講座）
11月26日（土）14:00 ～ 15:30
講師：中田哲也さん
 　　  （WEB サイト「フード・マイレージ資料室」主宰）

受講料：1,425 円
会場：生活クラブ館
フード・マイレージ（食料輸送による CO2 排
出量・環境負荷の大きさを知る指標）の考え
方から、現在の食の諸問題と解決への道に
ついて考えます。

地域福祉の連続講座（全４回）
ACT（アクト）グループとの共催企画

●第 1回 抱え込まない暮らし方
～１人の 100 歩より100 人の１歩～

（オンライン講座）
12 月5日（月）10:00 ～ 12:00
講師：豊泉惣子さん
 　　  （NPO 法人アビリティクラブたすけあい理事長）

受講料：無料
介護や子育てで孤軍奮闘しているあなたに。
さまざまな方の生活のストーリーをもとに、た
すけあえる暮らしをご紹介します。

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 でお申し
込みください。




