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夏休み

参加者募集

ヒロシマ･ナガサキピースツアー
パルコープでは、被ばく体験を風化させず次世代へ伝えるために
「ピースツアー」
を企画
しています。自然と触れ合う企画もありますので、夏休みの思い出づくりに参加しません
か？ご応募お待ちしています（参加費には交通費・宿泊費・食事代・見学を含んでいます）
。
おお く

の じま

いさはやわん

大久野島の歴史を学んで、
<往復：新幹線>
うさぎとふれあおう！
定員：30名

ヒロシマ

諫早湾でイルカウォッチングも！

ナガサキ

<往：新幹線、復：飛行機>

定員：15名

８月４日（月） ８：00ごろ新大阪駅集合
〜６日（水） 17：00ごろ新大阪駅解散

８月７日（木） ７：30ごろ新大阪駅集合
〜９日（土） 17：00ごろ伊丹空港解散

〈参加費〉大人
（中学生以上）
小学生

〈参加費〉大人
（中学生以上）
小学生

19,800円
8,000円

主な内容

主な内容

①平和の慰霊祭への参加と平和資料館の見学
②大久野島見学・広島戦跡めぐり
③日本生協連主催の平和のとりくみにも参加

〜平和のおもいをつなげよう〜

イルカウォッチング：天候により中止する場合もあります
※現地での移動はバスになります
※宿泊は雲仙温泉（１日目）、嬉野温泉
（２日目）を予定

今年は

７月４日（金）
です

中之島中央公会堂

心斎橋
12：20ごろ通過

なんば
12：30ごろ通過

元町中公園

4月20日の様子

※このツアーは一般の観光ツアーとは違い、パルコープの平和活
動の一環として行うツアーです。パルコープが一部費用を負担
しますので、ご親族でも、組合員さんでない方の参加はご遠慮
くださるようお願いします（同居家族は組合員です）。
※申込み多数の場合は抽選し、抽選結果ははがきでお知らせします。
※小学生以上のご参加でお願いします。子どもさんだけでの参加
はできません。
※宿泊は相部屋になることもあります。ご了承ください。
※グループでお申込みの場合は、グループ単位で１枚のはがきに
てお申込みください（組合員さんごとに組合員コードを記入）
。
※お申込みは１枚のはがきに１コースずつでお願いします。
※スケジュールの変更やツアーが中止になる場合もあります。
※はがきやメールで得た個人情報はツアーの連絡以外には使用しません。

加や
リレーは途中からの参
途中で抜けてもＯＫ！

＊プログラム＊
10：00 開場
10：10 開会宣言
10：20
〜
ミニコンサート
10：55
11：15 リレースタート

13：00ごろ解散

ミニコンサート

大督（だいとく）さん
京都府宇治市出身のシンガーソングライター。
2013 年 8 月に福島県いわき市立錦小学校吹奏楽とコ
ラボレーションしたシングル
「ロウソク」をリリース。

「核兵器のない世界をめざして」
組合員活動委員会推進学習会より

食

環境 組合員活動 の

コーナー

4月9日 京橋本部 参加99名

﹁考えてみてください︒自分に
とってどんな場合でも失いたくな
い大切なものが︑ある日突然失わ
れたときを﹂と︑講師の広島平和
文化センター常務理事の湯浅敏郎
氏は語りかけます︒
原爆がもたらした大きな被害と
そう しつ
喪失から来年で 年になります
が︑世界には１万７２７０発もの核兵器が今
も存在しています︵ ２０１３年 １月現在︶︒
世界１５８の国と地域の６０００都市以上が
加盟する平和首長会議︵旧・平和市長会議︑
日本では全市区町村の ・６％︑ パルコープ
エリアでは８市すべてが加盟︶では︑都市と
市民の力を集めて２０２０年までに全ての核
兵器をなくすことを最終目標としています︒
湯 浅 氏 は 強 い 口 調 で 訴 え ま す︒﹁ 核 兵 器 は
非人道兵器の極みであり︑許すことのできな
い絶対悪です︒世界中の１人でも多くの市民
の力を結集し︑廃絶をめざしましょう﹂

沿道のみなさんに平和の大切さ
をアピールしながら、御堂筋を歩
きます。10 歩でも 100 歩でもいっ
しょに歩いてみませんか？

本町（久太郎町）
12：00ごろ通過

◎阪南西六まつり横丁
（4月20日）
売上げ63,100円 募金3,640円

くらし

ピースリレー 2014

2会場でグッズ販売などをしました。
◎東中浜店
（4月19日）
売上げ45,450円 募金6,000円

39,800円
19,800円

平和

70

82

いずれも時間は
10時〜 15時。

パルコープの店舗一覧はコチラ。
http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html

①平和の慰霊祭への参加と平和資料館の見学
②長崎の生協ボランティアによる戦跡めぐり
③日本生協連主催の平和のとりくみにも参加

みんなで歩こう

会 場
枚方公園店
東 都 島 店

※阿倍野組合員会館の地域の方
に東北の様子を伝える事がで
きました。

NO.53

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を
私が一緒に活動させてもらっているＮＰＯ
（山里暮ら
しネットワーク）では、震災直後の5月から「ほっとひと
いき」というとりくみを続けています。仮設住宅の方々
を中心に、在宅避難者や入居が始まったばかりの公営
住宅の方々が ホッとひといき する企画
（滞在は約３時
間半）
です。
内陸（遠野市）の保養地にバスで向かい、広いお風呂
にゆっくりと入り、
季節を感じる昼食を食べた後は各自
の好みでお散歩したり、
カラオケを楽しむなどの内容で
す。帰りには買物も兼ねて直売所やスーパーに立ち寄
り、参加された方からは「ほどらまった〜
（あたたまっ
た）
。
次はいつにしようか･･･」
と皆さん楽しみにされてい
ます。
手芸などのサロンには参加しづらい男性参加も２
割ほどあり、
コミュニティづくりの場となっています。
この企画は、
パルコープも含めいくつかの団体からの
寄付金で運営され、今年からは参加者からも参加費を
もらったり、地域のリーダーさんが取りまとめをしてい
ただくなど、
少しずつ自主運営へと移りつつあります。
（岩手県遠野市に常駐する
パルコープボランティア事務局・林さんより）
ご協力ありがとうございます
東北支援募金の状況（2013年3月21日〜 2014年3月20日）
13,261,836円 （この金額には注文書での募金のべ31,630
名・店舗などに設置の募金箱・ずっとボラの
会での物販などを含みます）
2013年度は
「みやこ映画生協維持協力費」500,000円、
「陸
前高田花火大会協賛金」1,106,250円を送金しました。
また
2013年度の繰越金より、2014年4月18日にNPO法人「山
里くらしネットワーク」へ7,500,000円、社団法人「上長部の
郷」
へ1,500,000円をお送りしています。

無料

「東日本大震災
「東日本大
本大
大震災・被災地
被災地の
の現状報告会」
現状報告会」
現状
」
今回、陸前高田市の現役の戸羽 太 市長に
お越しいただき、被災直後とこれまでのお話を
していただけることになりました。被災地を忘れ
ず、
これからも応援し続けたいと思います。組合
員さんでないお友達分も一緒に申し込めます。

●日 時

７月２７日（日）開場 １０時
開演 １０時３０分〜１２時３０分

●会 場

陸前高田の奇跡の一本松

大阪市中央公会堂 大集会室

全席自由席

（地下鉄御堂筋線／京阪電鉄「淀屋橋」
「なにわ橋」駅下車）

●定 員

1,000人

①特別報告
「被災地のあの日、
そして今」
と ば

岩手県陸前高田市長
②現地のとりくみ、
報告・ビデオ上映など

ふとし

戸羽 太さん
1401 1402 1403
4101404
14111405
1412 1

●申込方法
【共同購入・個配の組合員さんは】 123 123 123123123123123123
〈市長のご紹介〉
６月２回・６月４回のOCR注文書
2011年2月市長に就
アンケート記入欄 番号 １４１１に参加人数を記入。 任。直後に震災により
申し込みを受け付けたことを、
次週の請求明細 壊 滅 的 な 被 害 を 受
でお知らせします。
け、
「ノーマライゼー
【店舗の組合員さんは】 組織部に電話ください ション」
という言葉の
☎06-6242-0904 ［締め切り］
６月28日
（土） 必要ない新しいまち
づくりを進めている。
（月〜土 ９時〜１８時）
ホームページの専用フォームからもできます
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour4.html
お問い合わせは、
上記の組織部まで連絡ください

よどがわ生協・ならコープ合同企画

お1人でも
ご家族でも

参加者
募集

第4回・第5回・第6回「岩手ボランティアバス」
企画回

実施日

3生協定員

申込締切

（金）
〜7月21日
（月・祝） 60名
第4回目 7月18日
（水）
〜7月26日
（土）
第5回目 7月23日

30名

（水）
〜8月 2 日
（土）
第6回目 7月30日

30名

6月20日
（金）

※第5回・第6回の曜日は、水曜日出発です。

活動は、
いわて生協さんのふれあいサロンにご一緒することも。
今までに参加された方も、
申し込みを受付けています。
定員を超
えた場合は抽選となります
（初めての方が優先です）
。
【参加費】
お１人12,700円
（ボランティア保険含む）
【行程】3泊4日
（車中２泊）
・大型観光バス1〜2台で行きます
１日目 パルコープ本部
（京橋）
集合
（18時）
＜車中泊＞
２日目 岩手10時頃着、ボランティア活動、被災地視察 ＜宿舎泊＞
３日目 ボランティア活動
＜車中泊＞
４日目 パルコープ本部前到着
（9時頃予定）
【参加条件】
組合員さん、
及びその家族で安全上、
中学生以上の方。
＊各回のボランティアの内容と場所は、
現地での要請に基づきます。
＊持ち物などの詳細は別途、
参加者にご案内。
＊宿舎は男女別・相部屋。
＊天候不順などにより中止になる場合があります。
【申し込み・問い合わせ】パルコープ組織部
☎０６−６２４２−０９０４ （月〜金 ９時〜18時）

※ボランティア活動報告はホームページにも掲載しています。
http://www.yodogawa.coop/info/info/shinsai
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参加費

岩手被災地 報告会

■ホームページの専用フォームからもできます。
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour5.html

日 程
6月 7 日
（土）
6月21日
（土）

パルコープ・よどがわ生協被災地支援企画

ト記入欄

申し込み方法

■必ず、はがきでご応募ください
■締め切り ６月27日（金）
はがきには①ツアーのコース名②住所③電話番号
④参加者すべての名前（ふりがな）と年齢（学年）
⑤組合員コードをご記入ください。
【申し込み・問い合わせ先】
〒534‑0024 大阪市都島区東野田町１丁目５‑26
生活協同組合おおさかパルコープ
組合員活動事務局（中村）まで
☎06ｰ6242ｰ0904（月〜土９：00〜17：00）

ずっとボラの会ではパルコープの店舗で「東北復興応援
グッズ販売」
をしています。ぜひ、
お立ち寄りくださいね。

あの震災から３年−私たちは
「忘れない」

アンケ

大久野島：戦時中毒ガスを密造していたため、地図から消
されていた島です
（うさぎは当時、
実験材料）

ずっとボラの会
（ボランティアバス参加者の
有志の会）
よりお知らせ

2

