COVID-19 に対応して行っていること、および支援するためにできること
ひできへ
私たちは、現在の危機の間にショーを開催し続けるために、協同組合が何をしているの
かをあなたに知らせたかったのです。
私たちにとって最も重要なのは、スタッフの安全です。現在、すべての従業員は自宅ま
たはオフィスビル内の個々の部屋で働いています。歩いたり自転車を走らせたりする人だ
けがオフィスを利用し、通常公共交通機関を利用する人は家に滞在します。
雑誌は通常通りに作成され続けており、研究者は現在、次の号に取り組んでおり、4 月末
ごろに（何らかの形式で）あなたと一緒になります。
多数のプロジェクトを縮小、延期、またはキャンセルする必要がありましたが、現在お
よび将来にわたって最高品質の研究を継続して提供できるように努力しています。
弊社の Web サイトからサブスクリプションの購入を続けることで、これを支援できま
す。
この毎週のニュースレター、および Twitter、Facebook、Instagram のフィードで最新情
報を提供し続けます。
ご不明な点がございましたら、通常のチャネルからお問い合わせください。
あなたの協同組合または倫理的なビジネスはどのように準備し、反応していますか？
私たちは、協同組合や他の志を同じくする組織が、ウイルスと展開中の経済危機に対処す
る準備をどのように行っているかを共有することが役立つと考えました。
いくつかの短い質問（ネットワークで共有します）に回答して参加することに興味があ
る場合は、このメールに返信してご連絡ください。できるだけ早く連絡します。
あなたの町や都市でできること
英国およびヨーロッパ全体の協同組合運動は、個人およびソーシャルビジネスのための
相互扶助活動を強化しています。多くのメンバーが、多くの地域で立ち上げられている
Covid-19 相互援助ネットワークに参加しています。力を合わせたい場合は、彼らのウェブ
サイトにアクセスするか、Facebook で地元の町/市の Covid-19 相互援助グループを探して
ください。
ご多幸を祈る、
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COVID-19 : Keeping on and looking after one another

What we're doing in response to COVID-19,
and what you can do to help
Hi HIDEKI
We wanted to let you know what our co-operative is doing to keep the
show on the road during the current crisis.
Most important to us is staff safety. All our worker members are
now either working from home or in individual rooms within the
office building. Only those who walk or cycle will be using the office,
those who usually take public transport will be staying at home.
The magazine continues to be produced as usual, and researchers
are currently working on the next issue, which will be with you (in
some format) around the end of April.
We have inevitably had to scale back, postpone or cancel a number
of projects, but we are working hard to ensure that we continue to
provide you with the best-quality research, now and long into the
future.
You can help us do this by continuing to purchase subscriptions via
our website.
We’ll continue to provide updates in this weekly newsletter, as well
as on our Twitter, Facebook and Instagram feeds.
If you have any questions please contact us via the usual channels.
https://mailchi.mp/ethicalconsumer.org/mothers-day-gift-guide-free-tickets-and-more-1522123?e=964e5d79fd
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How is your co-op or ethical business
preparing and reacting?
We thought it might be useful for co-ops and other likeminded organisations to share how they are preparing to deal with the
virus and the economic crisis that is unfolding.
If you are interested in participating by answering a few short
questions (which we'll then share around our networks), please get in
touch by replying to this email.
We'll be in touch as soon as we can.

Something you could do in your town or city
The co-operative movement throughout the UK and Europe is stepping
up mutual aid activity for individuals and social businesses.
A number of our members are involved in the Covid-19 Mutual
Aidnetworks launching in many localities.
If you’d like to join forces, please go to their website, or look for your
local town/city's Covid-19 Mutual Aid group on Facebook.

Best wishes,

Anna and the Ethical Consumer team
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