
2020年度とーと会・サークル登録一覧表

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 Child Sm ile 《食と農》
東都生協で扱っている商品について学び、それを地域の方々に広め、おいしさと安
全を確認します。

江東区

1 とーと会 チャレンジクラブ 《食と農》
産地やメーカーの訪問、料理教室などを企画、開催することで組合員同志や生産
者、ﾒｰｶｰと繋がる場を作る活動をします。

足立区

1 とーと会 足立とーと会
《環境》《くらし》

《食と農》

・産地・メーカー訪問、実際に生産地・工場のラインを見学し、従事している方と直接
話をして交流をする
・扱い商品の良さを学び、組合員の輪をひろげたい

足立区

1 とーと会 クローバー（第1） 《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 ハピネス 《くらし》《食と農》
定例会を聞き、食品の試食をし話し合いをしています。その他、産地訪問や収穫体
験なども企画しています。

－

1 とーと会 とーとバレエの会 《くらし》《食と農》

・クラシックバレエの基礎とストレッチのレッスン 実施
・参加者交流
・主催企画を実施し、組合員及びゲストへの生協商品の試供・案内
・東都生協商品を試食し、利用促進をはかる

江戸川区

1 とーと会 太陽の子
《環境》《福祉》
《平和》《くらし》

《食と農》

産地交流訪問に申し込み、地域の組合員親子と交流をする。また、3、4ヶ月に一度く
らい学習を行いたい。

足立区

1 とーと会 ハンドメイドクラブ 《くらし》 地域での子育てを目指し、孤立しない環境作りをし親の交流を深める。 江東区

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

大田区・品川区

2 とーと会 すみれ会
《環境》《くらし》

《食と農》
・以前、班を組んでいた、ご近所の交流と情報交換
・東都商品の試食により商品購入の幅を広げ、健康向上を目指す

大田区

2 とーと会 ピースニットカフェ 《平和》《食と農》東友会に贈るひざかけ等を編む。 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とおして食育、食の安全について学びます。
こころ豊かに暮らせる工夫や教養を高める活動を行います。
東都生協の地域の活動に積極的に参加します。

目黒区・渋谷区

2020年度4月30日現在



2020年度とーと会・サークル登録一覧表
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名称 テーマ 活動内容・計画 主な活動地域

2 とーと会 松籟 《くらし》《食と農》

健康維持や介護などの問題について話し合い、問題点を共有していきます。
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、丁寧な暮らし方の工夫を学びます。
産地訪問を企画して、食と農についての学習と東都の取り組みの啓蒙に努めます。

稲城市・横浜市

2 とーと会 ばなな･くらぶ 《環境》《食と農》
国際産直の農産物(オーガニック、フェアトレ―ド輸入品なども含め)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

2 とーと会 ぱくちーくらぶ
《環境》《福祉》
《平和》《くらし》

《食と農》

･新商品、わたしのこだわり商品などの試食
・クリーニングパーティ(不要品交換会)企画、運営
・産地・メーカー交流訪問など

港区

2 サークル アイルス
カリグラフィー、トールペイント、かな書道、ぺーパークイリング、水引など、共通の趣
味を持つ幅広い年齢層の仲間と集い、作品作りを楽しむとともに情報を交換できる
場として活用してもらう。

渋谷区

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、消費者の視線で学習をしていきます。
定例会、各種学習会参加、見学会、自主企画を行います。

豊島区・板橋区

3 とーと会 出前講座の会 《環境》《くらし》
・環境問題や子ども達のくらしを中心に、子ども達にわかりやすく伝える講座を目指
す
・夏休み子供向け出前講座の実施

文京区

3 とーと会 Ｍｏｊｉｍｏｊｉ 《くらし》
・月2回の定例会
・目標をもって一年間の活動を行う
・試食をしたり子育てについての時間も設けている

豊島区

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 ペパーミント 《くらし》
組合員同士で集い、紙バンドでカゴやバック等の作品作りを楽しむ場を楽しめます。
東都生協の商品を試食したり、くらしの中の問題や関心を話題にして、大人の社会
科見学を行いたいです。

豊島区

3 とーと会 W AKU W AKUサロン
《くらし》《福祉》

《食と農》
毎月数回アートやクラフト、健康や子育てに関する様々なイベントを企画しています。
誰でも参加できる場づくりをしています。

板橋区
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3 サークル 日伊文化交流会
イタリア文化、イタリア語に親しむ。文化交流、学習活動等、各種講座、イタリア語フ
リートークの集い、新年会、総会、イタリア・イタリア語関連イベントに参加、インフォ
メーションメール、ブログ運営等、その他、会の目的に適った諸活動。

板橋区・新宿区

3 サークル ベルフラワー
・女声コーラスグループで定期的に合唱練習
・介護施設にて歌のボランティア
・北区の祭事に参加

北区

3 サークル ｓｍｉｌｅ
・環境にやさしい生活のくふう
・東都商品の勉強会
・子育ての助け合い

豊島区・練馬区

4 とーと会 りんぱの会 《くらし》《食と農》
りんぱ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、くらしや食の安心安全を考える取り組みをする。

練馬区

4 とーと会 健康を考える会 《くらし》 松谷先生のリンパ体操を中心に色々な健康体操をメンバーで情報交換しつつ行う。 西東京市

4 とーと会 タガラビー
《環境》《福祉》
《平和》《くらし》

《食と農》

・基本リンパ体操
・試食などで組合員どうしの交流
・産地訪問、メーカー訪問で生産者との交流をする

－

4 とーと会 産地と仲よくする会 《くらし》《食と農》

・産地訪問
・生産者カードの記入
・産地の方を招いて学習会の企画
・食べ比べを通じて商品学習

練馬区

4 とーと会 布ぞうりを作ろう会 《くらし》《食と農》月1回、ぞうりを作りながら話し合いをする。 －

4 とーと会 すずらん
《環境》《平和》
《くらし》《食と農》

1.試食
2.産地・メーカー訪問
3.学習会に参加
4.町を知る
5.健康の保持

－

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異常気象に伴う地球環境の変化、漁獲の変動、農産物へ
の影響等、生活に関わる情報の共有化と学習を行う。

－

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

杉並区
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5 とーと会 麦藁帽子 《平和》

朗読を通して平和について考え、朗読会や発表会を行って組合員の平和への関心
を喚起する。取り上げる題材としては、「ヒロシマ・ナガサキ」、「憲法」、「沖縄」、「原
発」、「人権」等。
社会の動きを見据えて情報を収集し、メンバーで共有し、朗読で表現するにふさわし
い題材を選び、台本を作って発表する。

杉並区

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用して天然酵母のパンを作る技術を学んでい
ます。

杉並区

5 とーと会 ブルーヘブン
《環境》《平和》
《くらし》《食と農》

・チェルノブイリや福島の子どもの健康の現状を知る
・教育や食もふくめた子どもの心身の健康の問 題を知る
・戦争・平和の問題を知る
・学習したことを深めるために、上映会や講演会などを企画する

杉並区

5 とーと会 はてこの会
《環境》《くらし》

《食と農》
生協の食品を使って、発酵食や保存食を作り勉強をする。 杉並区

5 とーと会 ぐりんぶっく
《環境》《くらし》

《食と農》
豊かな平和な人生を送るために地球環境や平和、食などを本を通して学ぶ。（課題
図書を設けて皆で学びあう）

杉並区

5 とーと会 きんらんの会 《食と農》
安心、安全な東都生協の品を使って、バランスよく健康な身体を作る食育活動をめざ
します。

－

5 サークル 紬の会

・自分で浴衣から留袖まで早くきれいに着る
・他の人に着付ける
・振袖、かざり帯結び
・袴の着付け

杉並区

5 サークル 歌などで若返る会
・ボランティア活動をする
・若返りのために歌などで積極的に活動していく 杉並区

5 サークル そば打道場 月1回 そば打の練習 杉並区

5 サークル ドランカーズ・パス

・各自の希望に応じ、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
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
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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

5 サークル コールたぬき

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、38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、セカンドテナー、バリトン、バスの4人で、皆、うたが大
好きです。

杉並区

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 とーと会 世田谷東 《食と農》
東都生協の組合員として、あつかっている商品を更によく知り、利用につなげるた
め。

世田谷区

6 とーと会 北沢小ままの会 《くらし》《食と農》
東都生協の商品の試食を通し、食に関しての情報を交換する。

世田谷区

6 とーと会 ひだまり
《平和》《くらし》

《食と農》

メンバー6名とも大好きな東都生協の食(商品)を組合員にもっとひろめられるよう活動
します。安全で安心に食べることができる東都の商品に感謝し、試食会やメーカーの
方などとの交流会、産地見学などしていきたいです。

世田谷区

6 とーと会 さんぼんすぎヨガ 《くらし》 講師の指導のもと、健康で活動しやすい体づくりをめざし、ヨガとストレッチをする。 杉並区

6 とーと会 アサーティブ 《くらし》
・アサ―ティブの学習を通して一人一人がコミュニケーションスキルの向上を目指し
ます
・学ぶことで社会や地域に貢献できるよう努力をします。

葛飾区・世田谷区

6 サークル すきるあっぷ
“Think globally Actloccally”より多数の人に生協活動を知ってもらい、その魅力を伝
えるため、学習活動継続。

世田谷区

6 サークル お楽しみ倶楽部
明るく元気なシルバーエイジを目指し、体力・能力の活性化を目指します。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 花水木の会
「女性のための終活を考える会」50代以上の女性のグループです。老後についての
講習会、主に自立型のホーム見学、またコミュニケーションを取る機会を作っており
ます。

世田谷区

6 サークル 世田谷笑いヨガサークル
・組合員同士、または地域の人々との親睦、交流を深め、楽しく活動すること
・笑いヨガのエクササイズを中心に、心身ともに健康ですごすことに役立つような企画
を幅広く行うこと

世田谷区・杉並区

6 サークル サンキュー書道会 書道を通して交流をすると共に、食事や軽体操も加え、健康長寿を目指す。 世田谷区
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7 とーと会 こずえ会 《食と農》 年に1～2回、産地・メーカー訪問をします。 －

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

都内全域

7 とーと会 うるおい
《環境》《くらし》

《食と農》
石けんや化粧品を中心にして、生活にうるおいをもたらすための学習をする。 府中市

7 とーと会
冷凍スイーツ＆軽食を

味わう会
《食と農》

チラシによる冷凍スイーツと軽食の試食。
試食する事で購入につなげるよう、各委員メンバーに各々ブロックに持ち帰り、報告
と普及に努める。

府中市

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

武蔵野市

8 とーと会
まなびたい・やってみ
たい・たべてみ隊

《環境》《くらし》
《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、まわりにも伝え、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 未来につなぐ映画会
《環境》《福祉》
《平和》《くらし》

《食と農》

・テーマに合う映画、講演会に参加して感想など話し合う
・上映会を企画運営する

多摩地域

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 とーと会 水を感じる会
《環境》《平和》
《くらし》《食と農》

健康・環境・平和などについての情報提供。 多摩市

8 とーと会
こだまちゃんの手ごね

パン
《食と農》

体に安全な自然天然酵母を使って手ごねでパン作りをします。小麦粉、砂糖、塩や
パンの中身のフィリングなども体に安全なものを使用して作ります。

町田市

8 とーと会 ウォーキングの会 《くらし》 組合員の交流と健康向上。 八王子市

8 とーと会 ニュータウン多摩
《環境》《平和》
《くらし》《食と農》

くらし、環境、食と農など暮らしにかかわる全般について興味を持ったことについて情
報交換、情報発信を行う。

多摩市

2020年度4月30日現在



2020年度とーと会・サークル登録一覧表

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 花とみどりの会 《くらし》
・花とみどりでくらしを豊かにする
・組合員の交流
・環境にやさしくする

八王子市

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
みなみ野ガーデニング

と野菜づくりの会
《食と農》

自然にこだわる野菜づくりとガーデニングを楽しむ。土いじりを通して、組合員同士の
交流をはかる。

－

8 とーと会 大人の社会科見学２
《環境》《福祉》
《平和》《くらし》

《食と農》

一人でなかなか行けないような所に皆で行き、親睦を兼ねていろいろな話をして意見
を言うのもいいし、聞くのもいい。定例会の後、必ず次の定例会の日時を決めるよう
にしていく事にする。

都内・都下

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 8カフェ 《食と農》
東都のお茶、紅茶、コーヒーなどおいしい入れ方を学び、生活にうるおいや、やすら
ぎのひとときを楽しむ。利用普及につなげる。毎月違うお茶の入れ方や味を楽しみな
がら学習したい。いろいろなお茶を学習して組合員に試飲してもらう企画をする。

八王子市

8 サークル 手話勉強会
組合員のろう者の方に月2回(第2・第4)木曜日10:00～12：00まで手話の勉強、40才～
80才までの年齢層なので勉強以外での話題もためになる。

町田市

9 とーと会 ピースクラフト 《平和》
身近な平和について考えていきます。平和学習会や戦跡廻りで地域学習を図りま
す。被爆者へ贈るひざ掛け作り・ミニクラフトを通して平和啓蒙学習を図ります。

府中市

9 とーと会 健康食料理研究会 《食と農》
有機栽培の野菜や雑穀を使ったミネラルたっぷりのオリジナル料理を家庭でも簡単
に作れ、健康によいレシピをブロックの試食会で紹介しております。

小平市

9 とーと会 生協活動とフラワー会
《環境》《くらし》

《食と農》

・プリザーブドフラワーアレンジメント作成を通じ、ストレスマネジメントを図る
・心の健康向上とともにゆたかな人間関係の構築を目標とし活動する
・技術向上を一層すすめる
・生協商品の試食について意見を交わす

立川市

9 とーと会 ヘルシーエクササイズ 《くらし》
一ヶ月に一度ですが、仲間と心地よい汗をかき、おしゃべりをして、身体と心をリフ
レッシュします。

東村山市

2020年度4月30日現在



2020年度とーと会・サークル登録一覧表

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

9 とーと会 ぱくぱくモグモグ
《環境》《くらし》

《食と農》
子どもたちと共に、安心・安全な食品やそれを作る過程を楽しく学び、健康な心と体
を育てる。

立川市

2020年度4月30日現在


