食の未来をつくる
このコーナーでは、生活クラブ神奈川が取り組む活動について紹介しています

参加募集
報告
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ちょっとお願い！

た

す

けあ

み

利用者
コーディネーター
サポーター
賛同者

組
いの仕

エ ッコロプラス

湘南

エッコロ共済に100円/月をプラスして参加できる、
エッコロプラス。
地域のコーディネーターが、
あなたの「ちょっとお願い！」に応えるサ
ポーターにつなぎます※。そんな仕組みを覗いてみましょう！

逗葉コモンズ

篠田 久留美さん
●

2020年4月加入

※利用条件あり

今回は シニア世代のサポーター編 です
お裁縫が得意な方
といえば坂野さん、
お願いします！

幼稚園のバザーに出す
袋を縫ってくれる方は
いませんか？
忙しくて作る時間が
なくて……

おすすめ消費材ベスト

生活クラブに加入して、
暮らしに変化はありましたか？
食や環境への関心が高くなりました。
「簡単だから買
う・安いから買う」のではなく、
「良いものだから買う」
へ、買い物の考え方が変わりました。食品はどう作ら
れたものかを確認するようになり、食用油は薬品を使
っていないもの、洗濯洗剤はせっけん類に変えました。

加入のきっかけを教えてください

初めてのサポート、
頑張ります

引っ越し後、生協を始めようとしたとき、最
初に説明に来てくれたのが生活クラブでし
た。ネットスーパーを利用するような気持ち
で加入しましたが、
これまで知っていた生協
と違って活動的で驚きました。いまでは地
域活動・学び・遊びの企画にも楽しく参加し
ています。

コーディネーター

3 位 バルサミコ
お子さんの習い事の
空手の後、いつも遊
びに行く公園で♪

ー
サポータ

問合せ
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ユニオン共済事務局
☎0120-311-543(月〜金・祝
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ぶりの竜田揚げ

横浜みなみ生活クラブ
港南コモンズ

坂野 美恵子さん

みりんを使った下味で
柔らか仕上げ

鶏肉の和風ポトフ
材料(4人分)

素敵な着物リメイクの数々！お友
だちから頼まれるほどの腕前です

詳しくはこちら

9:00 〜 17:00)

鶏肉モモ
ひと口カット …
大根 …………
人参……………
レンコン ………
ごぼう…………
真塩 …………
★真塩 ………
★三河本みりん
◆水……………
◆料理酒 ……
◆昆布…………

300g
1/3 本 ( 約 300g)
小 1 本 (100g)
1/2 節 (100g)
1/2 本 (80g)
少々
小さじ 2/3
大さじ 2
600ml
大さじ2
5cm角 1 枚

作り方

❶ ポリ袋に鶏肉と★を入れ、よくもみ込

み下味をつける(10分以上〜ひと晩)。

❷ 大根と人参とレンコンは皮をむき乱切

りにする。ごぼうは水につけながらた
わしで洗い、乱切りにし水にさらして
水気を切る。
❸ 鍋に❶・❷・◆を入れ火にかける。沸
騰したらアクを取り、弱火にして30分
煮込み、真塩で味をととのえる。

国産ぶり一口カット ( 骨・皮取り )
……………………… 200g
水菜 ………………… 20g
レモン………………… 1/10個 (10g)
片栗粉 ……………… 大さじ 2
なたね油 ( 揚げ油 ) … 適量
★丸大豆醤油 ……… 小さじ 1
★コチュジャン ……… 小さじ 1
★料理酒 …………… 小さじ 1
★にんにく( すりおろし ) … 小さじ 1/2

める食事のポイントは
体を温

作り方

エッコロプラスに興味がある方は…

＊ビオサポ：生命を意味する
「BIO」と「美を」をかけ、生命力にあ
ふれた健康な食生活をサポートして
いく、という意味の生活クラブの造語

コチュジャンが
ポイント！お弁当にも

エッコロプラスの良さは、
どんなところだと思いますか？
例えば民間のサービスなど全く知らない方を自宅に招くの
は抵抗があります。一方、エッコロプラスは依頼者もコー
ディネーターもサポーターもみんな組合員。いずれ利用す
るときのことを考えると、どことなく安心です。

プレリバートロ
ゼ。年に一回の
取 り 組 みで 次
回は2022年度
を予定。

ビオサポレシピサイト→

材料 2( 人分 )

1年半ほど前に、地域生協の機関紙でサポーター募集の
お知らせを見たことがきっかけです。100円と気軽ですし、
私もいずれは利用者になるかもしれないと、仕組みに慣れ
ておきたくて参加しました。お手伝いの内容は家の中でも
できることならと、趣味のお裁縫で登録しました。

バニラアイスに垂らすと
美味しいと聞き、騙され
たと思って購入。ハマり
ました。プレーンだけで
なく
『プレリバートロゼ』
もあり、薔薇の香りと優
雅な風味に、忙しい日々
の中でも癒されます。

レシピといっしょに「ビオサポ」関連
情報（栄養素など）を紹介します♪

利用者さんには材料持ち込みで自宅まで
来てもらって、依頼の内容を確認しまし
た。大好きなお裁縫で役に立てるなら、
ぜひまた依頼を受けたいです♪

サポーターになったきっかけを教えてください

子どもたちお気に入り
のお味噌汁の具として、
毎 日 食 卓 に 登 場しま
す。あっという間になく
なってしまうので、常
時数袋はストックして
います！

香りと風 味が格 段に良
く、焦がしバターにする
とその差は歴然！ フィナ
ンシェやムニエルなど、
お菓子作りや料理に欠
かせなくなりました。

坂野さん

こんな
イメージで…

できあがった依頼品

1位 焼海女のり

2 位 全酪連バター

サポーター
利用者

3

❶ ぶりは水洗いし、キッチンペーパ
ーで水気を拭き取る。★で下味
を付ける(30分〜ひと晩)。

❷ 水菜は3cmの長さに切る。レモ

ンはくし形切りにする。
❸ フライパンになたね油を2cmぐらい
の深さに注いで熱し、
❶に片栗粉を
まぶして中温で4〜5分揚げる。
❹ 器に ❷ の水菜を敷いて❸を盛
り、レモンを添える。

たんぱく質

食事で代謝量が増えて熱が生まれることを「食事
誘発性熱産生(DIT)」といいます。DITはたんぱく質を摂ったり、よく噛んで食べた
り、体の筋肉量が多かったりするほど高くなるといわれています。たんぱく質は筋肉
の材料です。いろいろな食品からバランスよく摂って、寒い冬を乗り切りましょう！

2022 年 1・2 月号
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組合員の参加でつくるたすけあいの取り組みを紹介します

活動紹介

小さなつながりを
たくさんに！

コミュニティ数：9

参加している組合員人数：118

防災・減災という身近なテーマを通じ、住み暮らす地域の中で
ちょっとした挨拶が交わせる小さなつながりを、横浜北の中に

「防災・減災コミュニティ」って？

少しずつ広げていきたいと考えています。いざという時のため

東日本大震災以降「災害時に組合員どうしでたす
けあおう」と始まった取り組み。地域のまとめ役とな
るコミュニティリーダーを中心に 10 〜 20 人の組合
員で構成され、災害時を想定した防災訓練を中心に
自由な活動が行われています。エッコロ共済制度か
ら防災に使える消費材の配布や支援もあります。

だけでなく普段から安心して頼り合える地域を作りましょう！

コミュニティで行った
防災訓練の報告より

「防災知識や互助、自助を学ぶ」
居場所アソシエーション
ちか・まるLaboと共催

※誰もが安心して過ごせる空間づくりを
行う団体。子ども食堂など。

防災講座で、高密度ポリエチ
レン袋での調理実演をしました。
炊飯、パスタと野菜、乾物とツナ
缶を混ぜて味付けしたものなど。
非常時は炭水化物が多くなりが
ち で す が 食 物 繊 維 も 大 切 で す。
備蓄や非常持ち出しなどとても
参考になり、袋での調理は「こん
なことができるのか！」とびっ
くり。災害時の知識として知る
ことができてよかったです。

地域の地理的特徴・家族の状況
などについて情報交換しました

●

コモンズ運営委員も参加してエッコロ
プラスやイベントのお知らせをしました

●

り

参加者よ

防災の用具や知識も進化していて、備えに関
しての新しい情報を知る良い機会になりまし
た。 同じ組合員のご近所さんで、 同じ世代だ
けでなく、いろいろな方と顔見知りになれる
のは心強いです。

横浜みなみ生活クラブ
広がっています！
「組合員の輪」

昨年のコロナパンデミック以降、感染拡大防止策の一つである対人距離は、私たちの心
の距離も広げてしまったと感じていませんか ? 孤立が日常的に起きている今、地域でゆる
やかなつながりを生みだす「防災・減災コミュニティ」が必要とされています。身近なたす
けあえる関係性づくりが日常生活も豊かにする、地域生協の楽しい活動を紹介します。

あおばコモンズの防災訓練報告

居場所アソシエーション※と共催で
防災知識を学びました

●

コミュニティ数：30

参加している組合員人数：420

地域生協 共済・たすけあい委員からのひとことメッセージ

「いざというとき、どうする？」防災コミュニティ
は、 組合員どうしのたすけあいが活きる大切な
つながり。もっとおおぜいの組合員へ広げてい
くために「転ばぬ先の杖」の知恵を参加型「た
すけあいステーション」で伝えていきます。

かわさき
12,871 人

横浜北
玉井 ふみ子

小林 弘美

さがみ

ロ講座

の資料

22,592 人

湘南
20,395 人

磯子コモンズでは、 5 つのコミュニティが活動中です。 2021
年 9 月には防災・減災コミュニティリーダー会議を行い、 メン
バー名簿の更新や防災訓練の情報交換を行いました。 悩
んでいることなど話しをしていく中で、 コミュニティのエリアに
よって状況が全く異なり、 それぞれのエリアにあった活動を
していくことが大切だということがわかりました。 これからコ
ミュニティを立ち上げるリーダーの参考にもなりました。

中村 園子

今年度の防災訓練では、 エッコロ講座を利用して、
防災マップを使いコミュニティエリアの危険箇所や避
難場所、 給水スポットなどを確認しました。 エリアが
狭いからこそ、 実際の被災時をイメージしながら
考えることができました。

もしもの災害時、 みなさんはどんな備え
をしていますか？ 海、山、川に囲まれた
湘南はいつでも災害と隣り合わせ。コ
ミュニティ活動に参加して近隣の組合員
の「つながり」を増やして、いつもの日
常を安心で豊かなものにしませんか！

コミュニティリーダーが準備した防災・減災
消費材 『毎日キャロベジ』。 野菜ジュースは
水分とビタミン補給になり、 避難生活でなり
がちな便秘解消に役立つそうですヨ！

横浜みなみ

10,924 人

エッコ

河村 ひとみ

18,332 人

横浜みなみではエリアごとに防災講座やコミュニティ説明会などを開催し、
参加組合員のコミュニティを作りたいという声で形成しています。講座・説明
会で組合員同士つながりができたり、コミュニティリーダーを引き受けてくれ
たりする場面もあります。今後もつながりを広げていきたいと思います。

コミュニティ活動の紹介

熊谷 百合子

「無理なく、ゆるーく続け
よう」それがさがみの合
言葉。長く続けることで、
だんだんつながれる。 肩
ひじはらず、まずは始めて
みませんか。さがみたすけ
あい委員会が応援します！

長竹 彩子

う
ん
う
ん

平賀 容子

筒井 志乃

谷本 治江

山本 千津子

コモンズ 防災・減災コミュニティ

横浜北生活クラブ

ご近所の組合員同士つながって
おけばどんな時も安心！ 横浜北
に個性豊かなコミュニティがたく
さんできたら嬉しいです！！

防災や回転備蓄について、確認し合える仲間が近くにいた
ら、いざという時に安心だよね。 思い立ったが吉日。 だから
私も作っちゃいました！「備えあれば憂いなし！」だね。

数字は 2021 年 11 月末組合員数
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組合員の参加でつくるたすけあいの取り組みを紹介します

活動紹介

さがみ生活クラブ

コミュニティ数：73

参加している組合員人数：926

かわさき生活クラブ

小さなコミュニティをさがみにたくさんつくりたい！
やりたいことを楽しんでいます

リーダー同士のつながりを大切にしています

2016 年から始めて5 年目になるIさんのコミュニティ。基本
は年1回の防災訓練と称した顔合わせとおしゃべりですが、楽
しみに集まってもらえるようになったそうです。今年はクリスマ
ス正月用品の試食で盛り上がってから、住んでいる市のハ
ザードマップをみんなで見ました。高齢でネット環境がない方
がコミュニティにいるので、
「どこの避難所が開設されたとか、
何かあったときには電話してね」と声を掛け合いました。
他にも自宅近くにもっと組合員がいてほしいと、職員に声を
掛けてキャラバンでみんなわいわい集まったり、地域のごみ
拾いを一緒にしたり。やりたいことを楽しんでいます。

各コモンズでは、地域のつながりをつくりたい！ と手を挙げ
たコミュニティリーダーに声を掛け、リーダー会を年に数回行っ
ています。思いを同じくするリーダー会も一つのコミュニティで
す。コミュニティを始めるときにはどのリーダーも大なり小なりド
キドキするもの。
「こんなときにはどうしてる」
「やっぱり防災・減
災コミュニティは大事だよね」などなど、リーダー同士だから共
感度は大！ 実はリーダー会のおしゃべりが一番楽しいかも
(笑) あなたの参加をお待ちしています。

実はクリスマスお正月用品を試食中♪
黙食ですが、 心の中はウキウキです
こちらはエッコロプラス通信を熟読中

コミュニティ数：66

地域だからできる人のつながり
「たすけ愛♥」を広げていきたい！
2021 年度のかわさき生活クラブでは、防災コミュニティ数・参加人数ともに
少しずつ増え、自分たちが住み暮らす地域のたすけあいに向けて意識の高まり
を感じています。かわさき生活クラブ機関紙『たんぽぽ』では、特集「気候危機
とたすけ愛」で「つながっていて良かった！ 助かった！」とコミュニティの大切さ
を取り上げました。
また、防災コミュニティの配送訓練に参加した組合員の声がとても印象的でし
たので紹介します。
「お隣さんとも親しいし近所に友だちもいますが、何か起こった時に被害状況

コミュニティリーダー
宅 で 配 送 訓 練 後、
地域を知る活動と
して防災講座を行
いました

が同じ可能性がありますよね。その点、ほぼ同じエリア内でさまざまな世代の組
合員メンバーがいる防災コミュニティは、いざという時にお互いにたすけあえる
関係を築いているので、改めて安心感をもちました。参加して良かったです」
組合員どうし、日頃から
顔がわかるしくみが大事で

た

すね。そこでスローガン案

す 住み暮らす地域と人を結び

をつくりました。川崎市の

クラブ＆コミュニティリーダー主催
の防災講座 ( エッコロ講座 )

みんなで会えた !
この笑顔

デポー

減災DAY

地域コミュニティの拠点
としての意識高く

2016年から始まった「デポー減災DAY」は、今年で6年が経過しまし
た。初年度は意志ある14デポーが実施、700人近い参加があり、拠点活
用の必要性を感じました。2021年度もコロナ禍の中、つなしま・東戸
塚・南林間・ひらつか西海岸の4デポーが開催し、164人の参加となり
ました。
「デポー減災DAY」は、組合員・ワーカーズの顔が見える関係を活か
した取り組みです。いつ起こるかわからない災害に向け、自らの備えを
進めることの意識と合わせ、デポーを拠点にたすけあえる関係性がある
こと、またその意識と取り組みを今以上に広げ、強めていく必要性を参
加者と共有しました。
災害発生時、デポーが地域コミュニティ拠点としての機能を発揮する
役割に対して組合員からの期待や共感は非常に高いです。デポーを拠点
とした、たすけあいの取り組みを今後も継続して進めていきます。

2021 年 7 月

せやデポー減災 DAY
「減災防災講座」

参加している組合員人数：699

施策も学びながら、みんな
で地域を知り尽くせること
を目指していきます。

湘南生活クラブ
湘南生活クラブでは、2021年度は新しいコミュニティリー
ダーを増やすことをめざして活動をスタートしました。各運営

たくさんの力を集め

け ケアが豊かになることを目指し
あ

「あったらいいな」 を実現していこう

い いつも 「おたがいさま」 が活きる地域へ！

コミュニティ数：51

参加している組合員人数：850

災の意識を持てる良い機会」
「近くでつながりができると安心」
など地域でつながることの大切さを実感しているそうです。

委員会で手紙を出したり、リーダー経験者が知り合いの組合

これからも湘南生活クラブでは組合員というゆるやかな関

員に声をかけたり、組合員集会などで会えた組合員の中から

係で、いざという時、地域でお互いさまのたすけあいの気持ち

リーダーが誕生したりしました。また既存のコミュニティから

が持てるよう活動を続けていきます。

株分けして新しいリーダーを立て、そこから新しい顔ぶれにつ
ながることで、湘南地域にたすけあいの輪が少しずつ広がっ
ています。
地域がお隣同士のあるリーダーたちは「組合員が顔を合わ
せる場」として 2 年続けて一緒にエッコロ講座の “防災講座”
を開催しています。講座中、参加者は真剣に各自持参したハ
ザードマップとにらめっこ。地域が同じなので心配事も共有で
き、年々参加者も増えています。参加者からは「1年に1度防

防災・減災コミュニティの問い合わせ
政策調整部
13
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☎ 045-474-0985 ( 月〜金・祝

9:00 〜 17:00)

ハザードマップ確認やソーラークッカー
展示のほか、 ケリーケトル ( アウトドア用
やかん ) でお茶を用意しました

2022 年 1・2 月号
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