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秋の収穫体験「みかん狩り・柿狩り」参加者募集！
バスで行きます
昼食付きです

生協ならでは！生産者との交流ツアーに行ってみませんか

みかん狩り
2013年のみかん狩り感想
（有田コープファーム）

有田コープファーム

美吉野農園

（和歌山県） 1ネット

（奈良県）

お一人様

５個

みかん、おいしかったです！
①11月23日
（日）
募集40名
①11月15日（土）募集40名
大切なみかん畑に入らせてもら
った上に、おいしいみかんを採
②11月24日
（月・祝）募集40名
②11月16日（日）募集40名
らせていただいて…。現地まで
バスで連れて行ってもらえて、
＜みかん狩り・柿狩り共通＞ ※安全上、３歳未満の参加は不可
お昼ごはんも食べられて、子ど
参加費
集合・解散場所
もが小さいのでありがたかった
中学生以上 3,000円
パルコープ本部（京橋）
（北区・小林さん）
です。

1,500円

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。
（８月から第1日曜の開催になりました）

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

3会場でグッズ販売などをし募金に入れました。
◎忍ケ丘店（7月19日） 売上げ44,150円 募金3,069円
◎つるみ店（7月26日） 売上げ14,470円 募金 151円
◎被災地現状報告会（7月27日・かけあしの会のワカメなど含む）
売上げ275,010円 募金8,562円

（９：00集合 17：00解散予定）
2013年の柿狩り

【申し込み方法】
■往復はがきに、 〜 を記入の上、申し
込みください。
ツアーのコース名
（希望日も）
住所
電話番号
参加者すべての名前（ふ
りがな）
と年齢
（学年） 組合員コード
■締め切り ９月27日
（土）
消印有効
【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
組合員活動部 中村まで
☎06 6242 0904(月〜土 ９:00〜18:00)

※申し込みは１枚の往復はがきに１コースずつでお願い
します。グループの場合も、１枚のはがきにお書きく
ださい
（必ず組合員さんごとに組合員コードを記入）
。
※申し込み多数の場合は抽選し、結果ははがきでお知ら
せします。
※応募で得た個人情報はツアーの連絡、産地交流に係る
企画案内以外には使用しません。
※参加者の感想文・写真は広報・宣伝活動に活用させて
いただきます。ご了承ください。
※視覚・聴覚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。

NO.57
このツアーは一般の観
光ツアーとは違い、組合
員さんに生産者や商品に
ついてより知っていただ
くためのツアーで、パル
コープが一部費用を負担
します。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）。

ホームページの専用フォームからも申し込めます
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour9.html
カメラ機能のある携帯電話はこれを読み取るとホームページにつながります→

※ぱるタイム99号で、
「みかん狩り・柿狩り募集」を９月１日発行でと案内していましたが、今号に変更しています。

参加者募集

大阪府生協連主催 ボランティアバス

大阪府生協連主催で、2014年度もボランティアバスの
運行を行うことになりましたのでパルコープでも、ご案内
します。
※このボランティアはパルコープ主催の年16回のボランティア
バスとは内容・日程などが異なります。
【日 程】10月23日
（木）
〜26日
（日）

※往復は車中泊、
宿舎は男女別の相部屋
※活動内容は、福島第一原発周辺自治体の視察や現地の方たちと
の交流、漁業や農業の作業のお手伝い等です。行程の詳細、持
ち物などについては出発の約2週間前に参加者に郵送します。

被災地支援ボランティアに
行きませんか

【参加対象】大阪府連会員生協の組合員とその家族
（18歳以上）
【定 員】18名
（申し込み多数の場合は抽選）
【参加費】お一人 10,000円（他に一部の食費とボランティア保険
は実費負担をお願いします）
【申し込み方法】
下記の事項をハガキまたはFAXにて大阪府生協連へお送り
いただくか、
大阪府生協連ホームページよりお申し込みください。
郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号（自宅・携帯）、生協名
（おおさかパルコープ）
【申し込み期間】9月1日
（月）
〜9月26日
（金）
申し込み・
問い合わせ先

【行 程】
（行先は福島県です）
１日目 大阪府社会福祉会館前集合 19：00
（最寄り駅 地下鉄谷町線
「谷町６丁目」
）
２日目〜３日目 現地視察とボランティア活動
４日目 早朝帰阪
大阪府社会福祉会館前解散 午前７：00予定

岩手ボ
岩手ボランティアバス報告

大阪府生活協同組合連合会 東日本大震災被災地支援担当まで
〒542-0012
大阪市中央区谷町7-4-15 大阪府社会福祉会館内
☎ 06−6762−7220 FAX 06−6762−7296
URL http://www.osaka-union.coop

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を
と ば

岩手県陸前高田市の戸羽市長を招いて「東日本大震
災被災地の現状報告会」
（次号に講演内容要約を掲載
予定）がパルコープ主催で７月27日に開催されました。
この報告会の舞台袖で つながりのリレー の場があり
ました。
パルコープ鶴見福祉センターの地元の地域住民組織
（ＮＰＯ榎本地域活動協議会）の方々が、昨年７月に生
協のボランティアバスのノウハウを利用し、鶴見商業高
校の軽音楽クラブの生徒さんとともに陸前高田市に
25名ほどが訪問して復興応援のとりくみをされまし
た。今年はこの地域の榎本小学校が陸前高田市に花を
贈る企画も検討されているそうで、今回は、
副校長先生
をはじめ地域活動協議会の方々が戸羽市長に直にお
会いできる場になりました。
生活協同組合は組合員さんの地域活動をはじめ、毎
日の事業自体が地域のコミュニティづくりの場になっ
ているのだなぁと改めて気づかされました。
今私が出向しているＮＰＯの会長が「コミュニティの
大切さは普段は気づかず、いざという非常時になって
気づくもの」と言っておられましたが、生協の事業や活
動が地域や住民の方々とつながった時に活かされるの
だと東北の大震災から教えられています。
（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7月20日）
6,783,677円 （この金額には2013年度繰越金・注文書で
の募金・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）

大槌町役場跡

今回はじめて大槌町
を訪れましたが︑役場跡
前に立ち改めて津波の
破壊力の大きさと︑当時
の惨状を頭に描いて胸
がいっぱいでした︒語り
部の方の体験は想像を
絶するお話でしたが︑力
強く大槌の将来を語っ
ていただき︑わが町の将
来についても大変参考
になりました︒住む人の
声が一番大事だと痛感
しました︒
︵第4回に参加
四條畷市・守屋さん︶

３歳以上

2014年度 第4・5回

日 程
会 場
いずれも時間は
西くず は 店
10月5日
（日）
10時〜 15時。
つ る み 店
11月2日
（日）
※6月9日発行のチラシから日程が変更しています

柿 狩 り

お土産
お一人様

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

なら
パル・よどがわ・
の
ん
さ
員
合
組

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11・12回
「岩手ボランティアバス」
企画回
3生協定員 申込締切
実施日
（月・祝）
〜10月16日
（木） 30名 9月12日
第11回目 10月13日
（金）
（金）
〜11月3日
（月・祝）
第12回目 10月31日

60名

9月26日
（金）

※第11回は出発曜日が異なります。
ご注意ください。
※第11回は宮古市でいわて生協さんのふれあいサロンにも参加。
第12回は宮古市でいわて生協さんの復興まつりへも参加。

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時予定） ＜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〜10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。
現地での要請に基づきます。
＊各回のボランティアの内容と場所は、
＊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】パルコープ組合員活動部
☎０６−６２４２−０９０４ （月〜土 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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