
東都生協　2017年度とーと会・サークル一覧

地域
とーと会・
サークル

名称 テーマ 活動内容・計画 主な活動地域

1 とーと会 Ｃａｒｐ 《くらし》《食と農》

子育て中のママで活動しています。小さな子どもがいても毎日笑顔で元気に過ごせるよう
な活動をしています。主にコーチングの勉強会をして「勇気づけの子育て」方法を学んでい
ます。アドラー心理学をベースにしたもので毎日の生活にとても役立っています。他にも自
分自身のスキルアップにつながる活動を積極的に行います。

葛飾区

1 とーと会 Child Smile 《くらし》《食と農》
東都で扱っている商品について学び、それを地域の方に広め、おいしさと安全を確認しま
す。

江東区

1 とーと会 足立とーと会
《くらし》《環境》

《食と農》
３つのテーマに沿っての勉強会、産地訪問交流会を行う。 足立区

1 とーと会 カーネーション
《くらし》《環境》

《福祉》《食と農》
女性の直面する問題、事柄を幅広く学習する。 足立区

1 とーと会 クローバー 《食と農》

私達が日頃、東都生協で購入している商品の産地やメーカーを地域の組合員の皆さんと
訪問して直接お話を伺い、食の安全に対する具体的な取り組みについて学びます。また、
東都生協の商品を使って試食会を開催し、品質の確かさが美味しさにつながっていること
を参加者の皆さんと確認します。

江東区

1 とーと会 チャレンジクラブ 《食と農》
料理教室や産地・メーカー訪問などの主催企画を開くことで組合員同志や生産者、メー
カーとつながる場を作る活動をします。

足立区

1 とーと会 ハピネス
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
子ども達に明るくハッピーな未来を残せるように、食と農について学んでいきたいです。学
習会や産地訪問を考えています。

足立区

1 とーと会 パンプキン 《くらし》

・子どもと一緒に楽しむ朗読会。
・工作を親子で作る。
・ドキュメンタリー映画を鑑賞する。
・身近な人と生協商品の試食をして話し合う場所作り。

－

1 とーと会 麦っこ 《食と農》 東都生協の商品の良さを多くの方に知ってもらう為に試食会や産地訪問等を企画。 江東区

1 とーと会 レインボー 《食と農》
食の安全・安心を学び周りに広めていく。

江東区
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2 とーと会 「桜」さくら
《くらし》《環境》

《食と農》
季節を五感で感じ、自然を観察する。
マクロビオティックの勉強。

－

2 とーと会 「土」つち
《くらし》《環境》

《食と農》
土と食と農に係る学習・体験。土・食・農・暮らしに係る環境にも目を向けてみる。 全域

2 とーと会 商品を拡める会 《くらし》《食と農》
・東都生協の商品を広める。
・産地・メーカーや名所を訪問する。
・商品を試食し情報交換をする。

大田区

2 とーと会 すみれ会 《くらし》《食と農》
・旧モリタ班の親睦と交流。
・東都商品の試食会等により情報を交換する。

大田区

2 とーと会 ばなな･くらぶ
《くらし》《環境》

《食と農》

・国際産直の農産物(オーガニック、フェアトレード輸入品目なども含め）の利用普及。
・国内農業生産者を取り巻く環境の学習。
・食材を生かした多様な食文化を学習し調理して組合員に広める。

渋谷区・杉並区

2 とーと会 ハンドメイドクロワッサン 《くらし》 仲間と集い手芸やヨガなどをして楽しむ。 目黒区

2 とーと会 ピースニットカフェ 《平和》 マフラー、ショール等を編んで東友会に寄贈しています。 大田区

2 とーと会 ひまわり 《くらし》《食と農》
産地メーカー訪問を主催する。
食に関する学習会を行う。
教養を高める体験や活動をする。

－

2 とーと会 松籟 《くらし》
・教養を高め、くらしを豊かにする活動をします。
・手作りの良さを見直し、お金を掛けずに彩のある生活を実践するための学習をします。
・健康やアンチエイジングについての考察を深めます。

横浜市

2 サークル アイルス 自由
カリグラフィー、トールペイント、書道などクラフト好きな仲間と集い,作品作りを楽しむサーク
ル。

渋谷区

2 サークル フォトマジック 自由 スクラップブッキングのアルバム作り。アルバムのある生活。 目黒区
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3 とーと会 Ｍｏｊｉ　ｍｏｊｉ 《くらし》 美しい文字の学習及び東都生協の食品への理解を深める会。 豊島区

3 とーと会 WAKU WAKUサロン 《福祉》《食と農》
脳の活性化を促すことを目的に開発されたアートプログラムを使いアート（臨床美術）の制
作を行う。またアメリカで認知症予防に用いられているアートスクラップブッキングの制作も
併せて実施。アートの前の導入として体操、アート後は茶話会を実施している。

板橋区

3 とーと会 あんず
《くらし》《環境》
《福祉》《平和》

《食と農》

月１回定例会を開き東都の商品について話す。利用普及する。
メンバーの趣味をいかしメンバーで楽しむ。
平和のためにできることがあればトライする。

－

3 とーと会 浮間会 《くらし》《食と農》
東都生協の商品の学習。
子どもの問題について学習。
くらし向上のための学習。

北区

3 とーと会 かすみ草 《食と農》
・食の安全について学ぶ。そのためにも、食材そのものを深く知る。
・食の安全・安心の維持のための、持続可能な方策について学ぶ。
・これらを実際の食生活に活かす方法を考え、また食育に活かしていく。

豊島区

3 とーと会 考える消費者 《くらし》
2007年度のくらし委員会のメンバーを中心に、くらしの中の様々な問題・疑問に関心を持
ち、消費者の立場から学習していきます。
定例会・学習会・見学会を行います。

板橋区

3 とーと会 さくら並木 《くらし》《食と農》 東都商品の学習。健康向上のための活動。 北区

3 とーと会 つなぐ会
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
その時々のニュースを中心に話し合う。月１回の定例会に試食をする。感想を出し合い注
文につなげられる様に思っています。

－

3 とーと会 出前講座の会 《くらし》《環境》 夏休みを利用し、小学生にエコを伝える簡単な工作の講座を届ける。 文京区

3 とーと会 のんびり子育ての会 《くらし》 子供に関する情報交換の場。 板橋区

3 とーと会 ペパーミント 《くらし》《福祉》
東都生協の商品を試食します。
東都生協の事や子育ての事、環境や福祉、平和、食と農について、おしゃべりしながら紙
バンドでカゴやバッグなどの作品作りをします。

板橋・豊島区
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3 とーと会 ミモザの会
《くらし》《環境》

《食と農》
組合員同志の健康と交流のため、講師をお呼びしてヨガをやりたいと思っています。 板橋区

3 サークル Ｋ.Ｈ.Ｓ 自由
・中・高・大生の生活について考える。
・食について、東都について理解を深める。
・日本伝統文化を体験。

文京区

3 サークル ｓｍｉｌｅ 自由 東都生協の商品を通して毎日の生活にとり組んでいる事への理解と勉強。 豊島・練馬区

3 サークル コラージュを楽しむ会･つばさ 自由
２ヶ月に一度集まり、毎回テーマに添って各自コラージュ作品を作ります。その後完成した
作品についてメンバーでわかちあいをして、自分及び相手に対する気付きにつなげます。

文京区

3 サークル 日伊文化交流会 自由
イタリア文化に親しむ。文化交流、学習活動。展覧会見学、絵画・造形講座、新年会＆総
会。東都生協の催しに参加。インフォメーションメール、ブログ運営、フリートークの集い、イ
タリア関連イベントへの参加。その他、会の目的に適した諸活動。

板橋区

3 サークル バニラ 自由
子育てや健康について、東都の商品について、東都について、考えていきます。試食した
商品を周りの人におすすめできるよう、商品の良さ、アピールも行っていきます。

北区

3 サークル ベルフラワー 自由
・女声コーラス。
・定期的に練習して北区の催しに参加。
・北区、板橋区の介護施設で歌のボランティア。

北区

4 とーと会 クローバー
《くらし》《環境》

《食と農》

・防災、健康、食について考え勉強し、組合員との交流の中で話を広める。
・身の回りの環境を知る。
・平和の映画..。

練馬区

4 とーと会 健康を考える会 《くらし》
人材バンクに登録されている、健康に関する知識を教えてくださる先生方から学び、交流す
る。

西東京市

4 とーと会 産地と仲よくする会 《くらし》《食と農》
・産地の方をおよびして学習会の開催をする。
・実際に産地を見学する。産地訪問の企画をする。 練馬区

4 とーと会 タガラビー
《くらし》《福祉》

《食と農》

・基本リンパ体操。
・試食などで組合員と交流。
・産地など生産者との交流をめざす。

練馬区
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4 とーと会 りんぱの会 《くらし》《食と農》
リンパマッサージを中心に脳トレ、筋トレに取り組み、健康な体作りを自発的に行う。組合
員同志の交流を深め、暮らしや食の安心、安全を考える取り組みをする。

練馬区

4 サークル 野いちご 自由 主に古布を利用してバッグ・アクセサリー・ポーチ・洋服などを手作りする。 練馬区

4 サークル ヒマジン 自由

現代史の学習。
平和、原発、報道の問題の学習、討論。
講演会の開催。

清瀬市

5 とーと会 おいしい食卓
《くらし》《環境》
《福祉》《平和》

《食と農》

産地・メーカー訪問や学習会・試食会などを行う予定です。平和や環境の学習も行っていき
たいと思っています。

杉並区

5 とーと会 さんぼんすぎサロン
《くらし》《環境》

《福祉》《食と農》

健康と暮らしの向上に目を向ける。
地域の人達と組合員がくつろげる居場所つくり。
家庭で不用となる品物の活用。

杉並区

5 とーと会 杉並東 《食と農》
年間のテーマを決めて、そのテーマに合う産地、メーカーを訪問。学習会・料理講習会の企
画。

杉並区

5 とーと会 近魚クラブ 《食と農》
消費者リポートをベースに原発事故以降の海洋汚染、農地汚染、農薬問題等、生活に関
わる情報の共有化と学習を行う。

－

5 とーと会 天然酵母手作りパン教室 《食と農》
食の安全を求め、安心安全な材料を使って天然酵母のパンを作る技術を学んでいます。
全会員が力を合わせて技術向上に取り組んでいます。

杉並区

5 とーと会 はてこの会 《食と農》 食をテーマに安全安心の身体によい食材を利用して保存食、保存飲料を作る。 杉並区

5 とーと会 浜田山の寺小屋
《くらし》《環境》
《福祉》《平和》

《食と農》

東都生協の商品を中心により善い生協と健康などの生活一般についての学び合い、地域
の皆さんとのコミュニケーションづくりをします。特に子ども達との交流、夏休みの居場所つ
くり、朗読などにも取り組みます。

杉並区

5 とーと会 ブルーへブン
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
・福島やチェルノブイリの子どもの健康や放射能について学習する。
・平和や食の問題について学習する。

杉並区
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5 とーと会 松谷式リンパ体操 《くらし》 リンパ体操を学び、継続することで、家族の健康向上、アンチエージングをめざす。 杉並区

5 とーと会 麦藁帽子 《平和》
朗読を通じて平和を訴える。平和をテーマに、取り上げる内容(題材)として、「戦争」「ヒロシ
マ・ナガサキ」「東京大空襲」「原発」「憲法」および社会の動きに対応したもの。

杉並区

5 サークル そば打道場 自由 月1回。そば打の練習。 杉並区

5 サークル 紬の会 自由
・ユカタから留袖まで自分で着られるようにする。
・振袖、ハカマを着せること。
・着つけができるように。

杉並区

5 サークル ドランカーズ・パス 自由
・各自の希望に応じて個々にトールペインティングの技術指導を受け作品を仕上げる。
・会員相互の親睦をはかる。
・東都生協の茶菓子の試食。

杉並区

5 サークル ハッピーマップクラブ 自由
コーチングスキルを学習し、家族の問題や他人との関係を、コミュニケーションを通してより
良くサポートしていける能力を学ぶ。

杉並区

6 とーと会 北沢小ままの会 《くらし》《食と農》
生協の商品を試食し、食に関しての情報を交換する。

世田谷区

6 とーと会 世田谷東 《食と農》 安心して利用出来る東都生協の商品の理解と更なる普及をめざしたい。 世田谷区

6 とーと会 ピース・Ｐｅａｃｅ・同友会 《平和》

①夏休み平和子ども会。
②世田谷同友会の活動応援。
③東友会の慰霊祭へ出席。
④羽根木公園の雑居まつりへの応援。
⑤その他。平和施設、産地見学とかを実行したい。

世田谷区

6 とーと会 ひだまり 《くらし》《食と農》

東都生協の商品が大好きなメンバーと共に、ナチュラル、安全そしてなによりおいしさを求
めて生産者の方にお会いして食の命を考えたり、また簡単な料理など（東都の商品）を
作ったり語り合う会を考えています。仲間を増やし出会いの場として活動したい。新規組合
員が増えるための活動も提案したりお手伝いしたいです。（例：11月　三茶ボランティアでの
東都の紹介のお手伝いなど）試食会などの企画はもちろんボランティアなどもできる範囲で
行動したい。

世田谷区
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6 とーと会 道草 《福祉》
毎週火・水・木曜日にサロン道草を開催。地域の一人暮らしの方や閉じこもりがちな方に仲
間づくり、生きがいづくりの場を提供し、楽しく過ごしていただくと共に、希望者には食事の
提供も行う。

世田谷区

6 サークル お楽しみ倶楽部 自由
明るく元気に過ごすために毎月１回さんぼんすぎセンターに集まり親睦を図ります。体を動
かしたり、読書、学習会、お茶会など幅広くいろいろな事にチャレンジしていきたいと思いま
す。

杉並区

6 サークル サンキュー書道会 自由
書道を通して交流をすると共に、お茶会で仲間と楽しくおしゃべりをすることで生き生きした
生活を送れることを目指す。

世田谷区

6 サークル すきるあっぷ 自由 地域の組合員による、国際交流。東都を知ってもらう。そのための学習会の自主的開催。 世田谷区

6 サークル 世田谷笑いヨガサークル 自由
笑いヨガのエクササイズを行い、心とからだをリフレッシュし、免疫力UPと健康増進をはか
る。

世田谷区

6 サークル 花水木の会 自由 女性の為の最期まで自立した暮らしかたをするための就活を考える会。 世田谷区

6 サークル 美ーなすの会 自由 水彩画教室。美術展鑑賞。 世田谷区

6 サークル ヨガ 自由
主に毎週火曜日14：00～15：45、さんぼんすぎセンターで原島先生の指導のもと、ストレッ
チ&ヨガを行います。

杉並区

7 とーと会 うるおい 《くらし》《環境》
・石けんづくり。
・スキンケア講習会。
・新商品モニター。

府中市

7 とーと会 こずえ会 《食と農》
・産地・メーカー訪問。
・情報交換。

武蔵野市

7 とーと会 こどもきっちん
《くらし》《環境》

《福祉》《食と農》

・料理教室、料理研究。
・子どもの料理体験、農作業体験を中心に、企画・学習を通して食と農の楽しさ、大切さを
伝える。
・子ども自身が社会へ興味を抱くような工夫をし、活動を補佐する。

都内
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7 とーと会 さくらの会 《くらし》 様々な世代が出来るような日常に活かせるヨガや健康体操で体力を向上させていく。 小金井市

7 サークル コールたぬき 自由

コールたぬき、このちょっと変わった名前の男声クヮルテットは、35年前三鷹市立第二中学
校の教員4名によって結成されました。といっても、そもそもの始まりは職員の歓送迎会の
余興からでしたが、リーダーの松林良晴を中心に、文化祭や3年生のお別れ会、そして鑑
賞教室などに頼まれもしないのに積極的に出演し、好評を博しました。こうなってはもうや
められないとばかりに、毎年春に定期コンサートを開いています。メンバーは、トップテ
ナー：松林良晴、セカンドテナー：伊藤秀雄、バリトン：大森孝司、バス：下平雅典の4人で、
皆、うたが大好きです。

―

7 サークル パッチワーク三本杉 自由
パッチワーク作品作りを楽しむかたわら、東友会に贈る為のひざかけ、マフラー、帽子等の
小物作りに取り組み、協力しています。

武蔵野市

8 とーと会 いなぎ産地交流の会
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
産地やメーカーと交流する。企画を運営する。 稲城市

8 とーと会 ウォーキングの会 《くらし》 組合員同志の交流、健康向上。 八王子市

8 とーと会 大人の社会科見学２
《くらし》《環境》
《福祉》《平和》

《食と農》

皆が興味のあるものを考え、１人ではなかなか行けないような所など見学し、親睦を深めて
いく。年数回、皆で会い、いろいろ話し合いを持つ。

都下・23区

8 とーと会 こだまちゃんの手ごねパン 《食と農》 できるだけ、国産材料を使用し、【白神こだま酵母】で【手ごねパン】を焼く。 町田市

8 とーと会 土に親しむ会 《環境》 ガーデニングをして、その楽しさ・むずかしさを感じる。 八王子市

8 とーと会 ナチュラルボックス 《くらし》《食と農》
・東都の商品の利用普及を図る。
・旬の商品の試食をし、情報交換を行う。
・親子で参加できる企画を行い、家族ぐるみで　東都のファンを増やす。

町田市

8 とーと会 ニュータウン多摩
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
健康・環境・平和などについての情報提供活動。 多摩市

2017年7月13日現在



東都生協　2017年度とーと会・サークル一覧

地域
とーと会・
サークル

名称 テーマ 活動内容・計画 主な活動地域

8 とーと会
まなびたい・やってみたい

・たべてみ隊
《くらし》《環境》

《食と農》

くらし、環境、食と農などについて交流会や学習会、カルチャーなどの企画をたて、自分達
も学ぶとともに、組合員のみなさんにも学びや交流の場を提供し、東都商品の普及につな
げていきたいと思う。また通常の活動の場においても、試食などをして東都商品の良さを確
認し、まわりに伝えたり、テーマの事についての学習体験をしていきたい。

町田市

8 とーと会 水を感じる会
《くらし》《環境》

《平和》《食と農》
健康・環境・平和等にかんする情報提供活動。 多摩市

8 とーと会
みなみ野ガーデニングと

野菜づくりの会
《食と農》

畑を借りて無農薬で野菜づくりを体験したい。ガーデニングを楽しむ。土にふれ、自然農法
の苦労を体験して、東都生協の野菜の生産者に本当に感謝したいと思います。

八王子市

8 とーと会 未来につなぐ映画会
《くらし》《環境》
《福祉》《平和》

《食と農》

・テーマに合う映画を観て、感想を話し合う。
・上映会を企画し、運営する。

多摩地域

8 とーと会
めじろ台畑とガーデニングの

会
《食と農》

組合員同士の交流。
野菜作り、草花作りを通して、くらしを豊かにする。

八王子市

8 とーと会 結いの会 《くらし》 組合員同志の交流。くらしを豊かにする活動。 八王子市

8 サークル 手話勉強会 自由 月2回.とーとの組合員のろうあ者の方から,手話を学んでいる。 町田市

9 とーと会 海賊船 《くらし》《食と農》

・新商品を試し(家庭雑貨を含む)意見交換、地域版ワォに報告を提供する。
・産地・メーカーを学び、伝える。
・地域版ワォなどの広報で商品の利用普及に努める。
・さまざまな問題について考え、学び、知り、伝える。

供給全域

9 とーと会 健康サークル 《くらし》 免疫力を高めて健康になるために体操やリンパマッサージを行う。 －

9 とーと会 健康食料理研究会 《食と農》
東都の有機野菜と穀類を使い、素材を活かしたオリジナルな料理を考え、家庭でも簡単に
おいしく作れるレシピをブロックの料理講習で指導しております。

小平市

9 とーと会 ピースクラフト 《平和》
日常の平和を主体に考え過去、現在の学べることから組合員に向けて啓発学習をします。
生協商品とミニクラフトから組合員と情報の発信と交流をします。

府中市
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9 とーと会 フラワー会
《くらし》《環境》

《福祉》《食と農》
プリザート・フラワーを習いながら組合員たちで生協の食の安全、どんな催しに参加してこ
んなことがあった等の情報交換の場として活動を進めていきたい。

立川市

9 とーと会 ヘルシーエクササイズ 《くらし》

年齢に関係なくいつまでも健康に過ごせるように、
1．リンパ体操・呼吸法・健康体操などを行う。
2．身体と気持ちを元気にしていくために必要な、安心安全な食を得られるよう、情報交換
をしながら学習していく。

東村山市

9 サークル バランスビューティー 自由 講師を招いて、月1度、バランスボールを行っています。 昭島市
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