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どなたでもお気軽に参加できます

2014.7.28

「サンゴ再生もずく基金」の贈呈を行いました
★ HP「地域おもしろ情報」もチェック！ http://www.palcoop.or.jp/blog/chiiki/

パルちゃん広場ぽっかぽか
親と子が、ともに「ホッ！」とできる
広場をめざします。楽しいおもちゃ・
絵本を用意して、みなさんの参加を待
っています。途中からの参加も途中退
室もOK。
対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族１回100円
城 東
日時 ８月４日（月）10：30〜12：00
場所 城東組合員会館
（城東区成育１）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか城東
つるみ店
日時 ８月27日（水）
10：30〜12：00
場所 つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）
主 パルちゃん広場ぽっかぽかつるみ店
守 口

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」
親子で１日ゆっくりすごせる「居場所」
です。時間内なら、いつ来てもいつ帰
ってもＯＫです。いろんなおもちゃが
みんなを待っています。
８月 「すくすく」
の開いている日
８月生まれのお誕生日会は
８月26日
（火）
です
火曜日 ５日

19 日

26 日

木曜日 ７日

21 日

28 日

12日（火）
と
14日（木）
はお休みです

時間 10：00〜15：00
※事前の申し込みは、いりません
※昼食持参可
場所 城東組合員会館３階
（城東区成育１）
対 就学前のお子さんと保護者

日時
場所

８月28日（木）10：30〜12：00
守口組合員集会室
（守口市大枝東町14）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか守口

￥ １家族100円
主 子育てサポートステーション

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時 ８月19日（火）
11：00〜14：00
場所 寝屋川組合員会館１階
（寝屋川市秦町19）
〈共通略記号〉
対 ＝対象

持 ＝持ち物

￥ ＝費用

申 ＝申し込み先

定 ＝定員

問 ＝問い合わせ

集 ＝集合

保 ＝保育

受 ＝受付

Ｍ ＝メニュー

講座一日体験教室「健美操」

ホッと一息 できる場を提供してい
ます。将棋コーナーもあります。
対 どなたでも自由にお立ち寄りください。
Ｍ 夏野菜カレー、きつねうどん、ア
イスコーヒー・コーヒー・紅茶（各
クッキー付）
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

主 ＝主催

日時 ８月20日（水）
10：30〜11：30
場所 枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）
〜暑い夏を乗り切る、
イキイキ健美操！〜
夏の疲れを呼吸でほぐし、体をリフレ
ッシュ！初めての方歓迎。
持 飲み物、動きやすい服装
締 ８月19日（火）

締 ＝申し込み締め切り

（ 締 のないものは申し込み不要です。 保 のないものは保育はありません）

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

午前７時に暴風警報発令時、
また危険と判断したときは中止します。 組合員活動サポートセンター
本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。
視覚・聴覚に障がいをお持ちの方は、ガイド・手話ボランティア制
度を利用することができます。事前にご連絡ください。

⒣ 0120−299−244 FAX 0120−299−230
携帯・PHSからは
☎ 06−4801−7648
月曜･土曜 9：00〜17：00
火 〜 金曜 9：00〜18：00

（

）

昨年６月からとりくんできた「サンゴ
再生もずく基金」の贈呈式に、組合員理
事が沖縄県 ・ 恩納村を６月 17 日に訪問
し、10カ月間で集まった 222,505 円（サ
ンゴ植樹79本分）をお渡ししました。

ピースフェスタ2014
日時 ８月23日（土） 10：30〜13：00
場所 寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）
〜世代をこえて楽しもう〜
◆メインステージ：
「とれぶりんか」平和ミニ
コンサート、
腹話術、
平和絵本の読み聞かせ
◆戦時中の食べ物：すいとんやおやつの試食、
はったい粉作り体験、弁当展示
◆手作りおもちゃ
◆模擬店など
※模擬店は１回100円以内
主 寝屋川東・北・中央・西香里
合同地域活動委員会

商品学習会

右端が恩納村漁協組合長の山城さん

「サンゴ再生もずく基金」
とは
ココラボ「恩納村産味付糸もずく」を生産している恩納村漁協が
もずくはサンゴが元気な海から とサンゴ養殖活動を続けていま
す。パルコープ・よどがわ市民生協も賛同し、ご利用１品につき１円
を基金としています。
（今回は2013年６月２回〜2014年３月３回分）

６月19日 参加145名

若い生産者がたくさん育っていくように
「産直」について改めて学ぶため地域活動委員さんを対象に、
二つの産地より、生産者のみなさんに大阪まで来ていただき、産
地ではどのように生産し、どのように考えているかなどをお聞き
し、学び交流しました。

■産直三原則 〜生協の 産直 ３つの条件〜
１ 生産地と生産者がはっきりしていること
２ 栽培、
肥育方法
（農薬、
肥料、
飼料など）がはっきりしていること
３ 消費者
（生協組合員）と生産者が互いに交流できること

組合

肥後農産出荷

（熊本県）

宮本代表
秋〜冬に収穫する肥後人参の
30歳代の若い生産者３名と来ま
した。多くの生産者が阿蘇山か
らの伏流水を100％使って、赤く
て甘くてカロチンも多い人参を
作っています。たくさん良いも
のを食べていただきたいです。

産直って？

この３つの条件が満たされて、はじめて 産直 という言葉が使え
ます。
パルコープの産直産地は全国（海外１箇所含む）26ヶ所に広がり、
そこでは生産者の方々が熱い思いで産直に取り組んでおられます。

ＪＡいなば

肥後農産出荷組合の
（左から）
吉岡さん、坂口さん、中川さん、
宮本代表

中川さん
今年で14年目、土と一緒に仕事ができて充実しています。組合員
さんに商品、産地など理解していただいてつながっていくことのお
もしろさを感じています。土作りから品質にこだわって、安定して
お届けできるようにがんばっていきたいです。
坂口さん
親を見ながら自然の中で農業をして12年になります。３年ほど前
にひとり立ちし、農業は種を植えるだけではなく手をかけ工夫する
ものと分かり、楽しみながらできるように。TPPで日本の農業がど
うなるか心配ですが、肥後農産は組合員さんたちにもっと身近な存
在になれるようなとりくみをやっていきたい。
吉岡さん
高校教員から転職し農業を継ぎ７年、人間と違って野菜はしゃべ
ってくれないので考えてやっていかないとと実感。大雨の後で畑に
機械が入らないときは手で掘って収穫したり、組合員さんや多くの
方々の支えに応えていくこと、要望に近づいていきたいと地区の生
産者と一緒にがんばっています。

平成元年、
しろきた市民
生協（合併前
（富山県）
の前進生協）
の時代からのおつきあい。大阪から親子で
来てもらい稲刈り体験、富山から生産者・
農協職員・市役所職員もパルコープの店に
新米時期に来て販売や餅つき。産地が見え
るお米として交流を続けています。

JAいなば
中川さん

平成８年から毎年、藤森営農組合の田ん
ぼに田植え ・ 稲刈りに来てもらっていま
す。１枚だけが手植えの田んぼになり、他
と状況が違い管理するのに手間がかかりま
すが、「 富山こしひかり がおいしいか
ら」と、たくさんの親子がおいでになるこ
とが嬉しいです。

藤森営農組合
高藤組合長

参加者の感想
これからも若い生産者がたくさん育っていくように、私たちも
買い支えて行こうと思いました。生産者の生活の安定を守るこ
と、それにより私たちの生活 食 が守られることをしっかり
伝えていきたい。
今まで、 産直商品 についてとりくみをしたことがないので、
まず委員会で勉強を深めて地域に広げられるようになりたい。

次回ぱるタイム通常号発行は８月25日です。
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いただいた声は、機関紙ぱるタイム、商品案内、ホームページなど広報・宣伝活動で掲載させていただくことがあります。
また、お預かりした個人情報は掲載時とパルコープからの問い合わせ以外には使用いたしません。ご了承ください。
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