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メンバー募集！

主催：子育てサポートステーション
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す。自国の国益に見合わない条

学習しました。

療制度も複雑で、理解するには

項を見直したいというのがアメ

めている『日米二国間協議』な

２重に解きほぐしていく必要が

リカの姿勢。今後の動きに特に

どの内容によっては、医療制度

ある」と髙山さん。そこで初め

注意を払う必要があります」と
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講師の髙山さん

２月度の委員会の主なとりくみ（１/21～２/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

3

54

取引先を講師に学習会

3

50

平和のとりくみ

2

14

内部学習会

1

17

その他のとりくみ

7

140

16

275

合

計

※上記以外に『枚方合同地域活動委員会』が、
「第８回ひらかた食育カーニバル」（枚方市
などが主催）に参加しました。（２月11日）

イサミ
１月21日

キユーピー見学
１月22日 高野地域活動委員会
（枚方市）

ピース大阪見学
２月10日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）

和菓子を作ろう
１月23日 四條畷北合同パル委員会
（四條畷市）

夕食サポート
２月12日 浪速地域活動委員会
（大阪市）

親子クッキング
１月30日 今津パル委員会（大阪市）

おひなさまをつくろう
２月16日 住之江合同パル委員会
（大阪市）

正栄デリシィ
２月５日 西都島パル委員会
（大阪市）
立命館国際平和ミュージアム
２月５日 殿一パル委員会（枚方市）
おひなさま手作り料理
２月９日 天王寺地域活動委員会
（大阪市）

※商品のリクエストコーナーではありません

郵送の場合：〒534︲0024
大阪市都島区
東野田町1︲5︲26
おおさかパルコープ
機関紙ぱるタイム係
メールの場合：paltime@palcoop.or.jp

までお送りください。

医療制度が変わる

に、現在の日本の社会保障制度

お話いただきました。

15

（２月10日）

京橋事務所
（本部） 参加108名
（組合員活動委員）

と社会状況について、次に医療

参 加 者 か ら は、
「ＴＰＰで医

※応募いただいた写真はお返しすることが
できません。ご了承ください。

や介護制度について教えていた

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

療や保険も関わっている事に、

をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

だ き ま し た。「 日 本 の 医 療 制 度

①住所
②お名前
③組合員コード

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

勉強不足ながら初めて知りまし

■お気に入り商品の名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

（例）

は恵まれています。国民皆保険

に

写真もご一緒

ご応募いいただきました内容は、順次ぱ
るタイムで紹介させていただきます。ご
紹介させていただいた方には図書カード
をプレゼント☆

た」「医療 ・ 介護といっ た今後

ご応募お待ちしております☆

制度により、患者の窓口負担は

「これよく買うよ♪」
「これ便利♪」そんなみなさん
の生協のお気に入り商品をぜひ教えてください！！

の日本にとって重要な分野がど

コーナー

キッズクラブのオプション体験企画として定着してきた“チャレンジクッキング”。
毎回子どもたちが自分でお料理をして、親子で楽しくいただきます。
今回は、ホワイトシチューとサンドイッチ作りという本格的なお料理だったの
で、おうちの人にも少しだけ手伝ってもらいました。かわいい包丁とまな板を使っ
て、たくさんの野菜を一生懸命に切りました。手を切らないように“猫の手で”
…。子どもたちは「じゃがいもを切るのはむずかしかったけど、おもしろかった」。
見ていたおうちの人は「何度も手を出したくなるのを抑えて」「内心ハラハラと」
見守っていました。
バレンタインデーを前に、シチューのにんじんと卵サンドをハート型で抜きまし
た。ギューっと力を入れて抜くのはむずかしかったけれど、かわいい出来ばえに大満
足！おうちでも
「おとうさんにつくってあげたいです」
という感想もいただきました。

募 集！!
◦食べた感想、
使った感想
◦わが家での使い方
（アレンジレシピも

大歓迎）
◦おすすめポイント

など

食

環境 組合員活動 の

３割。さらに高額療養費制度も

ハートのにんじんがはいった
シチューはおいしかったよ！

平和

うなっていくのか。私たちの生

みんなでたべものを
見に行ったり、作ったり、
楽しい体験企画も
ありますよ!!

くらし

チャレンジクッキング ２月₁₁日 城東組合員会館

あり、患者は全体で ％くらい

５月19日(木)10：00〜12：00 パルコープ京橋事務所（本部）

2015年度に登録していた方は継続登録制度があります。

85

活にどれほど影響がでるのかと

＜サポーターさんへの説明会＞

の負担で済んでいる。 ％は保

2,000円 ※兄弟姉妹で申し込む場合
は、２人目から₁₅₀₀円

いったことを考えさせられまし

◆キッズメンバーからの「おたよりカード」にお返事を
書いて、子どもたちのやる気をサポート！
◆産地見学や講習会の企画・運営など

参加対象 おおむね５歳から小学生のお子さん
年会費

子どもたちを応援する
サポーターになりませんか？

険料や税金で賄われているので

募集

た」などの感想が寄せられまし

おうちでできる
簡単クッキング♪
たべものの
お話が
たっぷり！

す。しかし他国は違います。国

９ページ下の組合員サービスセンターへご連絡ください。
〈キッズクラブの１次締め切り〉４月₂₈日（木） いつでも入会OK
※途中退会の返金はありません。
※お預かりした個人情報は「たべる＊たいせつキッズクラブ」の
運営や関連企画などの案内にのみ使用します。

～
「医療や保険」についての影響～

た。

「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先

２冊セットのテキストブックを
春夏秋冬の年４回お届けします。

推進学習会

「TPPによって私たちのくらしはどう変わるのか？」
民皆保険でも韓国などは患者負

毎日のくらしの中で「食べる」ことをたいせつにしよう！この「たべる、たいせつ」という思いを子どもたち
に伝えることを目的にした、５歳以上の子どもさんを対象のメンバーシップのクラブです。

2015年度
第８回

パート②

南港地域活動委員会
（大阪市）

ぱるつど（試食会）
１月21日 磯島パル委員会（枚方市）

医療生協学習会「歩き方講座」
２月９日 西地域活動委員会
（大阪市）

若草食品見学
２月18日 中央地域活動委員会
（大阪市）
ナリス化粧品見学
２月18日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）
小川珈琲
２月18日

鶴見北地域活動委員会
（大阪市）

ひなまつりカフェ
２月18日 交野西地域活動委員会
（交野市）

※とりくみのお知らせ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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