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2015年度
第10回

推進学習会

公正なものにしていくため
に、発電から小売りまでをひ
とつの電力会社が請け負うの
ではなく、発電と送配電を切
り離して事業を運営すること
も大きな特徴です。

海外の電気事業

同じように自由化している
ドイツでは、再生可能エネル
ギー導入比率が約 ％。日本
はわずか４％です（大型水力
除く）。再生可能エネルギーは
不安定な電源と言われていま
すが、しくみと技術で電力を
安定供給しているのです。今
では再生可能エネルギーが主
力事業となりつつあります。

どんな選択をすればいいの？

エネルギ―政策は国会での
審議はなく、閣議決定ですす
められてきました。国民の意
見は反映されていません。自
由化により私たち自身が選べ
るようになることで、意思を
示すことができます。地域や
市民がつくる電力会社を買い
支えるのもそのひとつ。政府
は再生可能エネルギーを増や
す一方で、原発や石炭火力を
増やしていく計画をすすめて
います。私たちの選択でエネ
ルギー政策に１票を投じるこ
とができるという意識が大切
です。
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徹底した
衛生管理のもとで
子豚は健康に
育つんですよ

全農ミートフーズ・吉田さん

佐々牧場豚ロースうすぎり
冷蔵 160ｇ
次回企画：７月２回

城東北地域活動委員会（大阪市） 城東組合員会館

食

組合員活動 の
コーナー

参加92名
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各委員会が
食べ方をご提案♪
◆パル委員会
鯰 江…チヂミ・
毎日のお米・
十種雑穀
榎 並…豚汁・生姜焼き
成 育…豚バラ巻き餅
聖 賢…オ－プンサンド
すみれ…安納やきいも・
小川珈琲
◆城東北地域活…生しぼり絹豆腐

その後、
しゃぶしゃ
ぶバラとロ
ースの食べ
比べで味を
確かめて、
各委員会代
表による試
食料理の説
明を行い、
各ブースへ
参加者が周
り試食を行いました。
参加者からは「ニュースをみ
て初めてきましたが試食料理が
おいしかった！家でも作ってみ
ま す 」「 ゆ っ く り 試 食 で き て 良
かった。試食のまわる順番もよ
かった。ありがとう」とお声を
いただきました。
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４月からスタートした電力
小売全面自由化。私たち一般
家庭でも、電力会社を選び自
由に電気を買えるようになり
ました。気候ネットワーク主
任研究員・自然エネルギー市
とよ た ようすけ
民の会の豊田陽介さんをお招
きし、電力自由化がどのよう
に進んでいるのか、そして私
たちがどのように考えて電気
を選べばいいのかをお話しし
ていただきました。以下は要
旨です。

講師の豊田さん

電力自由化のしくみは？

これまでは、電力会社がそ
れぞれのエリアで電気を独占
して各家庭に供給していまし
た。安定供給を第一に考えた
場合、競争より独占の方がや
りやすいという考え方です。
国は独占を認める代わりに電
力会社に安定供給の義務を課
していました。しかし、３・
での原発事故の時、今までの
やり方では対応できず安定供
給が難しくなりました。電力
自由化によるシステム改革で
は、『 電 力 広 域 的 運 営 推 進 機
関』を設け、広いエリアでの
調整が可
能となり
ます。ま
た、取引
のルール
や価格を

～価格だけで選んでいいのかな？～

（５月12日）

京橋事務所（本部） 参加133名（組合員活動委員）

５月10日

～簡単・疲労回復・豚肉料理～

環境

４月よりパルコープ産地指定
さ っ さ
豚になった「佐 々牧場の豚肉」
を知っていただくためのミニ学
習と、各パル委員会による豚肉
を使った料理の試食を中心に開
催しました。
受付には熊本震災募金箱を置
き募金の訴え、会場以外にも会
館施設を知ってもらえるように
クイズラリーを企画し、４階か
ら１階までフル活用。平和、防
災、昼食会の掲示、友・遊べん
とう城東、子育てサポートステ
ーションの紹介、グループ食品
表示ウォッチャーズ、グループ
エコライフのコーナーもあり、
１年間地域でとりくんだ活動の
発表の場となりました。
全農ミートフーズ・吉田さん
を招いての「佐々牧場の豚肉」
ミニ学習では、豚のふるさとで
ある熊本県菊池市の様子や震災
での被害状況などを報告してい
ただきました。生産者の平均年
齢が 歳、若者たちが最新の技
術で、おいしい豚肉を
一生懸命育てている様
子が分かりました。

「電力自由化に私たちはどう向き合う？
！」

城東北商品フェア

平和

トントン

※豊田陽介さんのお話がきける市民講座の案内は10ページ。

５月度の委員会の主なとりくみ（４/21～５/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数
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122

取引先を講師に学習会

4

171

平和のとりくみ

3

35

内部学習会

4

52

試食会

2

37

18

671

38

1,088

その他のとりくみ
合
小川珈琲
４月21日

計

交野北地域活動委員会（交野市）

デコバージュ体験
４月21日 寝屋川北全パル委員会（寝屋川市）
紀ノ川農協（とうもろこし定植体験）
４月23日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
バザー
４月23日 ながお地域活動委員会（枚方市）
第９回 ねやがわ福祉まつり
４月23日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）
震災支援バザー
４月23日 くずは地域活動委員会（枚方市）
ごみの学習会
４月23日 東成地域活動委員会（大阪市）
夕食サポート
４月25日 点野パル委員会（寝屋川市）
小川珈琲
４月26日 福島地域活動委員会（大阪市）

滋賀県平和記念館
４月28日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
伝統食試食会
４月28日 交野南地域活動委員会（交野市）
観て・食べて東北応援
４月28日 阿倍野地域活動委員会（大阪市）
打上町歩き
４月28日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
防災学習会
５月９日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）
朝メニューのヒント（大山乳業・後藤孵卵場）
５月10日 旭地域活動委員会（大阪市）
商品フェア（JA全農ミートフーズ）
５月10日 城東北地域活動委員会（大阪市）
プリザーブドフラワー教室
５月11日 私部東・西パル委員会（交野市）
アンネフランク資料館
５月12日 交野東地域活動委員会（交野市）
店長交流会
５月12日 ながお地域活動委員会（枚方市）
小川珈琲見学
５月13日 生野地域活動委員会（大阪市）
枚方戦跡めぐり
５月13日 寝屋川東香里地域活動委員会
（寝屋川市）
ぱるむ（エンディングノート学習会）
５月14日 忍ヶ丘パル委員会（四條畷市）
ぱるむ（葬儀・相続について）
５月16日 寝屋川中央・南地域活動委員会
（寝屋川市）

津波・高潮ステーション見学
５月18日 田口山パル委員会（枚方市）
おしゃべりお茶会
５月18日 浪速西・東パル委員会（大阪市）
巽製粉見学
５月19日 桜丘北パル委員会（枚方市）
グルーデコ・アクセサリー作りとティータイム
５月19日 北畠パル委員会（大阪市）
ひらかた夢工房見学
５月19日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）
和菓子の万寿や見学
５月20日 枚方中央地域活動委員会（枚方市）

工場見学に行こう（攝津製油・堺共同漬物）
４月12日
オレンジングパワー
泡スプレー 消臭除菌
つけかえ用 560ml
次回企画：８月１回

上野口パル委員会（門真市）

お料理講習会
５月20日 くずは地域活動委員会（枚方市）
夕食サポート
５月20日 住之江地域活動委員会（大阪市）
コルク栓を使ってかわいいマグネット作り
５月20日 都島北地域活動委員会（大阪市）

ながお地域活動委員会主催で４月23日に開催し
たバザーには多数の方にお越しいただき、ありが
とうございました。以下の募金が集まりました。

93,927円（募金3,282円含む）

・ユニセフ募金へ 50,720円（内募金箱 75円）
・熊本地震募金へ 43,207円（内募金箱 3,207円）

参加９名

みずなす漬
（カットタイプ）
増量
100g＋20g
次回企画：
７月２回

した。
次に向かっ
たのは堺共同
漬物さん。ま
ず、水なすを
栽培している
ハウスを見
学。泉州の土壌は水なすの栽培
に適しているそうで、葉の剪定
や受粉作業など栽培に大変手が
かかるという生産者の苦労も伺
い知れました。その後は加工場
へ。水なすの表面に目に見えな
いくらいの小さなキズを付けて
もみがら
塩が浸透しやすくするため籾殻
でもむ工程や、漬け込み時に使
用するぬかの種類を教えていた
だきました。最後に、「みずなす
そ ろ り
漬 」 を 販 売 し て い る「 曽 呂 利 」
でお土産を見ました。盛りだく
さんの１日でした。

春のおすすめ商品試食会
４月21日 守口西部地域活動委員会（守口市）

巽製粉見学
４月28日 住之江地域活動委員会（大阪市）

大人のぬり絵～基本から学ぶ
５月16日 放出パル委員会（大阪市）
お茶会
５月16日 西三荘・門真北・四宮・二島パル
委員会（門真市）
不二製油見学
５月18日 宗谷地域活動委員会（枚方市）

大阪・堺市にあるメーカーさ
ん２社の工場見学に行ってきま
し た。
「くらしのパートナー」
で企画のある住居用洗剤「オレ
ンジングパワー」を製造してい
る攝津製油
（ 株 ）さ ん と 、 泉 州
「みずなす漬」
でおなじみの堺共
同漬物
（株）
さん。どちらのメー
カーさんも温かく迎えてくださ
り、それぞれの商品についてた
くさん学ぶことができました。
まずうかがったのは、攝津製
油さん。
「オレンジングパワー」
の製造工程を見せていただいた
後に、汚れ落ちの実演も交えて
特徴を教えていただきました。
１本あれば台所・お風呂・洗面
台・トイレ…家中お掃除できち
ゃうすごい商品だということが
分かり、聞けば聞くほど「使っ
たことなかったけど、こんなに
すごいのね～」「用途別に色んな
お掃除用品
があってゴ
チャゴチャ
するけど、
これさえあ
ればいいん
や！」とみ
なさん感激
した様子で

産地工場見学

メイショク見学
４月26日 山之内パル委員会（大阪市）

水なす生産者
辻野農園代表：
辻野さん

水なすの旬
（企画時期）
は４月～９月です。
今が食べごろですよ～。

※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。
9

8

