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パート③

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？」
京橋事務所（本部） 参加99名（組合員活動委員）

子育てサポートステーション 主催

親子で楽しむおはなしかい

３回シリーズですすめてきたＴＰ

交渉参加に反対』と言っておきなが

た２０１２年の選挙で『ＴＰＰへの

パズルにもなる「ぞうくんのさんぽ」
の組木のおもちゃで
＊＊＊＊＊＊＊＊

紹介した絵本から２冊

「コッケモーモー！」
ジュリエット ダラス＝コンテ
（著）
アリソン バートレット
（イラスト）

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


写真もご一緒に

（例）

■お気に入り商品の名前

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

■商品のエピソード

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

（雑貨でもOK）

①住所

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

②お名前
③組合員コード
をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

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☆
※商品のリクエストコーナーではありません

※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。

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。

参加60名
（うち子ども36名）

「こぶたのまーち」
むらやま けいこ（著）
ほりうち せいいち（イラスト）

初めて参加しましたが、
いつもと違うお話や読んで
くださった方たちの話し方が
とてもおもしろく、
親子で楽しむことが
できました

参加者の感想

小さい子から
少し大きな子まで、
みんなが楽しめる
内容でよかったです

３月度の委員会の主なとりくみ（２/21～３/20）
とりくみ内容別

「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！！ ご応募お待ちしております☆

＊＊＊＊＊＊＊＊

寝屋川組合員会館

「お花が わ～らった～
♪」と、手ぶくろ人形の歌
で赤ずきんとドロップスさ
んによる〝おはなしかい〟
がスタート。それまでソワ
ソワしていた子どもたち
も、かわいい手ぶくろの花
が咲く様子に目を輝かせて
じっと見入ります。
〝おはなし〟と言っても
絵本の読み聞かせだけでな
く、パネルシアター・紙芝
居・パペット・大型絵本な
どさまざまな形で見ること
ができ、とっても楽しい！
組木を使った「ぞうくんの
さんぽ」は、出あったカバ
・ワニ・カメを順番に背中
に乗せておさんぽするおは

Ｐについての学習会。ＴＰＰの導入

ら、復帰直後に手のひらを返して、

カバくん とまれ～

コッケモーモー！

3月29日

なし。カバくんが上手に背
中に乗れるように子どもた
ちが応援する場面もあり、
物語に参加できた気持ちに
なるようでした。
新しくできた寝屋川組合
員会館は駅前ということも
あり、枚方や門真などいろ
いろな地域から組合
員さんが参加。親子
でゆっくり楽しいひ
とときを過ごしても
らえました。

により私たちのくらしはどう変わる

公約違反に進みました」
と石川さん。

日本の雇用はどうなる？

の か 。 １ 回 目 は「 食 」、 ２ 回 目 は

「医療・保険」について学びました。

最終回では、産業や雇用などを含め

「アメリカの世界開発環境研究所

た社会全般の現状と今後の変化につ

いて、神戸女学院大学・教授の石川

の試算だと、ＴＰＰへの参加で日本

最後に「私たちにできることは何

康宏さんにお話をお聞きしました。

ＴＰＰへの参加を日本に要請してき

でしょう」という参加者からの質問

の雇用は７万４０００人も減少しま

たのはアメリカでした。不況打開に

に、
「選挙に行くこと」
「日本の政治

す。非正規雇用が４割になり、子ど

向けて「輸出倍増」を達成したいオ

はこうあってほしいと考えること」

なぜＴＰＰに参加するの？

バマ政権が、日本でのもうけを拡大

「そのために今日の学習会のよう

もの貧困が大問題になっている日本

しようとしてのことでした。この提

に、主権者らしい政治的教養を育む

社会にとっては、致命症になりかね

案に日本の大企業も、農業や漁業、

とりくみを行うこと」
「ツイッター

日本の大企業は、市民の食べ物の

牧畜などは衰退しても、自動車など

やフェイスブックは、上手に使えば

ません。いま経済の再生に必要なの

工業製品の輸出は増えると考えて乗

世論を動かす大きな力になりま

安全性が下がっても、失業者が増え

っ た の で す。「 ア メ リ カ 政 府 か ら の

す」
。 そ し て「 Ｔ Ｐ Ｐ が 発 効 す る に

は、何より市民の所得水準を高くす

圧力に弱く、

は、各国での批准（国民の同意）が

ても、自分たちが儲かればいいとい

大企業から日

必要ですから、これを食いとめるた

るための政策です」
。

常的に献金を

めの時間はまだあります」と答えて

講師の石川さん

う姿勢でＴＰＰを推進しています。

受け取ってい

いただきました。

政権に復帰し

る自民党は、

～社会全般の変化について～

（３月10日）

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

委員会数 参加人数

小川珈琲
３月４日 東中浜店舗パル委員会（大阪市）

美吉野農園見学
３月11日 天王寺地域活動委員会（大阪市）

クラブコスメチックス
３月４日 西くずは地域活動委員会
（枚方市）

店舗見学
３月11日
丸富製紙
３月14日

産地工場見学

8

118

取引先を講師に学習会

4

94

内部学習会

6

90

コープこうべ見学
３月４日 ながお店舗パル委員会（枚方市）

3

30

イートアンド見学
３月４日 サダ東パル委員会（枚方市）

12

148

33

480

試食会
その他のとりくみ
合

計

※上 記以外に交野南・東・西合同地域活動委員会
が、
「環境フェスタ in 交野」に参加しました。
（３月13日）

介護とハンドマッサージ
２月23日 小倉パル委員会（枚方市）
物流センター・商品検査室
２月23日 菅原パル委員会（枚方市）
介護予防健康維持
２月23日 伊加賀パル委員会（枚方市）
クッキング（手作りピザ）
２月23日 平野地域活動委員会（大阪市）
家で介護するには ワンポイント介護体験
２月25日 つだ地域活動委員会（枚方市）
不二製油見学
３月１日 大東中地域活動委員会（大東市）
パルの集い・お茶会
３月２日 大淀パル委員会（大阪市）

和菓子の万寿や見学
３月４日 野崎パル委員会（大東市）
アロマバスソルト作り
３月５日 まきの地域活動委員会（枚方市）
サラダコスモ見学
３月７日 寝屋川南・中央地域活動委員会
（寝屋川市）
試食しながらおしゃべりしよう！
３月７日 つだ地域活動委員会（枚方市）
川口水産見学
３月８日 清水パル委員会（大阪市）
商品検査室・物流センター
３月８日 榎並パル委員会（大阪市）
春のおすすめ商品試食会
３月９日 守口北部地域活動委員会
（守口市）
体操教室
３月９日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
おひなさまお茶会
３月９日 浪速西・東パル委員会（大阪市）
いかなごのくぎ煮講習会
３月９日・16日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

川喜見学
３月15日

福島地域活動委員会（大阪市）
守口中南部地域活動委員会
（守口市）
つだ地域活動委員会（枚方市）

在宅向け介護食の試食をしてみよう
３月15日 城東北地域活動委員会（大阪市）
座談会（憲法って）
３月15日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）
ぱるむ（遺品整理学習会）
３月16日 寝屋川西香里地域活動委員会
（寝屋川市）
お茶会
３月16日

大正地域活動委員会（大阪市）

タケダハム
３月17日 寝屋川北地域活動委員会
（寝屋川市）
パルカフェ（春のおすすめ）
３月17日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
春のおすすめ商品試食会
３月17日 大東東地域活動委員会（大東市）
おしゃべりカフェ
３月17日 よさみパル委員会（大阪市）

※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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