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回
14年 第８

視覚障がい者商品フェア
催
８月30日（土） 本部（京橋）

靴歩きやすいか
この（靴も実際に試着）な？

委員会数 参加人数
3

43

平和のとりくみ

4

320

内部学習会（ぱるむ）

1

33

33

502

50

1,054

その他のとりくみ
合

計

※とりくみのご案内は該当地域の共同購入・個配の組合員さんにお届けしています。
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ミックスビーンズ

『ミックスビーンズの
チーズ焼き』 豆なのに…まるで

★パル委員さん こんにちは★
地域で様々な活動をされているパル委員さん。そん
なパル委員さんに突撃インタビュー ! ! 活動内容はも
ちろん、委員さんになられたきっかけやこぼれ話など
をお伺いし、紹介していくコーナーです☆

東都島店舗パル委員になられて今年で約２年。お母様も委員
をされていたので、活動は昔から知っていたそうです。お店で
毎年開催されるJAいなばさんが来られてのお餅つきに参加し
たとき、誘われて委員さんに。今まで
取り組んだ活動では、
“とうもろこし
狩り”や“キューピーマヨネーズの工
場見学”が印象的だったそうです !!
城東区 Ｏさん

タカキベーカリー見学
８月21日 寺方南パル委員会（守口市）
イサミ 岡山フードプロダクツ見学
８月21日 庭窪・梶・金田パル委員会（守口市）
立命館国際平和ミュージアム
８月21日 寝屋川西地域活動委員会
ピースフェスタ2014
８月23日 寝屋川東・北・中央・西香里地域活動委員会
平和のつどい
８月26日 四條畷東地域活動委員会
ごみ焼却場
８月27日 都島北地域活動委員会（大阪市）
夏休みお楽しみ企画
８月27日 平野地域活動委員会（大阪市）
ミックスキャロットを使ってゼリーを作ろう
８月27日 四條畷北地域合同パル委員会
秋のおすすめ商品学習会
８月27日 南平野地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
８月27日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
パル子どもまつり
８月28日 大阪中央地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月１日 大東東地域活動委員会
秋のおすすめ試食会
９月１日 寝屋川中央地域活動委員会

＜出展いただきました（略称・順不同）＞
シマダヤ、トーアス、井ゲタ竹内、コープフーズ、マ
ルイ食品、アサムラサキ、越後製菓、天野実業、メイ
ショク、大山乳業、カワタキコーポレーション、ト
ップ産業、アズマ工業、アイメディア、スクロール、
サンスター、双日コスメティック、伸栄商事、クラ
ブコスメチックス、ナリス化粧品、ずっとボラの会

子どもから少し離れて活動する
ことで、私自身のリフレッシュ
にもなります♪
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取引先を講師に学習会
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会による震災グッ
ズ
ラの
ボ

売!!
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冷凍パラパラミンチ・合挽きミンチで
おいしいハンバーグづくり
９月12日 高野地域活動委員会（枚方市）
秋のおすすめ試食会
９月12日 城東北地域活動委員会（大阪市）
川口水産見学
９月16日 南港地域活動委員会（大阪市）
ぱるむ（相続セミナー）
９月16日 枚方公園・山の上地域活動委員会
秋のおすすめ試食会
９月16日 西成地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月16日 東住吉北地域活動委員会（大阪市）
紀ノ川農協（ブロッコリー収穫体験２回目）
９月17日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
イートアンド見学
９月17日 つだ地域活動委員会（枚方市）
秋のおすすめ商品学習会
９月17日 天満南パル委員会（大阪市）
合同パル委員会（試食会）
９月17日 大阪中央地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月17日 鶴見北地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月18日 住之江地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ商品でお茶会
９月18日 港地域活動委員会（大阪市）
コモ学習会
９月19日 交野北地域活動委員会
堺共同漬物見学
９月19日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
鍋帽子を使った料理
９月19日 くずは地域活動委員会（枚方市）
COOP食品について
９月19日 星ヶ丘地域活動委員会（枚方市）
秋のおすすめ・友達誘ってレッツゴー
９月19日 大阪西地域活動委員会（大阪市）

販

産地工場見学

合同委員会
９月１日 寝屋川中央地域活動委員会
秋のおすすめ試食会
９月２日 南港地域活動委員会（大阪市）
わいわいカフェ
９月２日 交野まちづくり連絡会
秋のおすすめ
９月２日 寝屋川東地域活動委員会
野菜を食べて健康になろう
９月４日 枚方香里地域活動委員会
プリザーブドフラワー
９月４日 交北パル委員会（枚方市）
奈良防災センター
９月４日 四條畷東地域活動委員会
秋のおすすめ試食会
９月４日 四條畷南地域活動委員会
防災学習会（秋のおすすめ）
９月４日 四條畷北地域活動委員会
秋のおすすめ試食会
９月８日 天の川地域活動委員会（枚方市）
川口水産見学
９月９日 寝屋川東地域活動委員会
ナリス化粧品学習会
９月９日 東都島店舗パル委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月９日 くずは地域活動委員会（枚方市）
50歳以上の方の為に
９月10日 門真地域活動委員会
お茶会のおさそい
９月10日 都島南地域活動委員会（大阪市）
秋のおすすめ試食会
９月10日 交野東地域活動委員会
和菓子の万寿や見学
９月11日 菅原東パル委員会（枚方市）
清原学習会
９月12日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
川口水産見学
９月12日 枚方中央地域活動委員会

常

食

実
（
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な非常食あるんや
ん
こ はとってもおいしい非 ね

９月度の委員会の主なとりくみ（８/21～９/20）
とりくみ内容別

『声の商品案内』のCDをお届けしていますが、聞
いただけでは伝わらない、生協の商品のおいしさ・
便利さを身近に感じていただきたい。そんな思いで、
堅焼きせんべい
実際に食べて、商品に触れて、そしてメーカーさんと
ションがおすす
直接お話ができる『第８回視覚障がい者商品フェア』
デー 診断も大人気 めで
ン （肌
）
がボランティアチームの主催で行われました。
ガイドさんと一緒に参加された組合員さんは、初め
て口にする商品に「これいけるやん
! !」「こんな使い
したつづみ
方もあるねんねー」と舌鼓を打ったり、用意された数
多くの雑貨品を手に取
これなら便利ね
りながら「これ便利そ
～
て便利さを実 ぇ
！
感） ！
へ さわっ
うやね」とメーカーさ
化粧品
（
んとワイワイお話しさ
れたり。気になった商品は次の企画予定を聞き、
「次、
絶対忘れんように注文しなあかん」としっかりメモも
取られていました。

このフ
ァ

スクロール

場 所 パルコープ本部（京橋）２階

※グループには活動費の補助があります

む）

ね

食

参加127名（ガイドさん子どもさん含



日 時 11月11日（火）10：30～12：00
申込締切11月７日（金）17：00まで
参加申し込み・問合せは組合員活動
サポートセンター（９ページ下参照）
へ

●登録メンバーは12名
●テーマは「誰でも参加できる
組合員福祉の活動」

きせんべい
（堅焼
を試

よ♥
す

工場内へは
この格好で…
グループ「たつのこ」

お茶うけにいいわ

ボランティアチーム主

新しい「グループ」を立ち上げたい方は
ぜひ、グループ説明会にご参加ください。

表面はパリっともちもち♪
中はとってもジューシーですよ♪

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー①

え！

31

い 大 盛 況!!

♪）

氏丸さんの説明にあわせ手話で通訳

わ

いわ

（
珍

!!

触って  
食べて   聞いて
お気に入りみーつけた!!

ずっ
と

き餃子」
「パリッとチーズカレーの羽根付
た☆
まし
だき
いた
えて
を教

グループ活動は組合員
さんが５人以上でテーマ
を決めて自主的、主体的
に、くらしや社会につい
て考えます。現在、 の
グループがあります。

グループ『たつのこ』で
は、毎月の例会の他に年に
２回社会見学に行ったり、
試食会を開いたり。聴覚障
がい者と健聴者とが一緒に
力を合わせて活動されてい
ます。
枚方市にある工場に着く ャーの氏丸さんによる餃子
と、さっそく白衣に着替え、 の 上 手 な 焼 き 方 の 熱 血 実
製造工程を間近で見学しま 演。その後、みんなで実際
した。工場の方の説明や参 に 焼 い て 試 食 し ま し た 。
加者からの質問を健聴者が 「見学も丁寧な説明で分か
手話通訳。餃子のおいしさ りやすく、試
の秘密やこだわりを教えて 食もおいしく
いただきました。蒸したて 楽しい交流も
ほやほやの餃子の試食も♥ でき、とても
見 学 後 は、
“よりおいし
勉強になりま
く餃子を食べてもらいたい した♪」とみ
”と、生協営業部マネジ なさん笑顔で
お話しされて
いたのが印象
的でした。

“大阪王将餃子”
イートアンドへ工場見学 ９月30日

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー②

ハッシュドポテトの
■材料（２人分）
ような味＆食感
◦ミックスビーンズ缶120ｇ……１
缶
◦COOP北海道カマンベールチーズ…半
分
◦COOPミックスチーズ…ひとつま
み
◦塩、こしょう……………………少
々
◦オリーブ油………………………少
々
■作り方
❶ミックスビーンズを袋に入れ、粗
くつぶす。カマン
ベールチーズをひとくちサイズに切
る。
❷ミックスビーンズ、カマンベール
チーズ、ミックス
チーズをざっくり混ぜ合わせ、塩、
こしょうを加え
てひとくち大に。
❸フライパンにオリーブ油を熱し、
❷を平に広げ、フ
ライパンに押し付けるように両面を
焼いて完成☆
❹お好みでケチャップやマヨネーズ
をつけて…

※パルコープエリアには地域活動委員会が69、その中のパル委員会は200カ所あります。
興味のある方は、９ページ下の組合員活動サポートセンターにお問い合わせください。
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