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11月度の委員会の主なとりくみ（10/21～11/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

449

取引先を講師に学習会

5

100

平和のとりくみ

4

165

試食会

26

801

その他のとりくみ

10

200

65

1,715

合

計

※上記以外に此花地域活動委員会が「此花区民
まつり」
（10 月 23 日）、守口まちづくり連絡会
が「守口市民祭り」
（11 月６日）、城東北地域活
動委員会が「城東福祉まつり」
（11 月 13 日）、寝
屋川合同地域活動委員会が「寝屋川市エコフ
ェスタ」
（11月20日）に参加しました。

おしゃべりカフェ
11月２日 遠里小野パル委員会（大阪市）

迎春試食会
11月14日 交野西地域活動委員会（交野市）
迎春商品試食学習会
11月14日 福島地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会
11月14日 南港地域活動委員会（大阪市）

迎春試食会
11月15日 住之江地域活動委員会（大阪市）
クリスマスを楽しもう
11月15日 つだ地域活動委員会（枚方市）

有田コープファーム見学
11月３日 門真合同地域活動委員会（門真市）

おせちの盛りつけ体験と試食会
11月16日 中央地域活動委員会（大阪市）

近江農産組合見学
11月４日 伊加賀パル委員会（枚方市）

北坂養鶏場見学
11月４日 寝屋川東香里地域活動委員会
（寝屋川市）
有田コープファーム見学
11月６日 忍ケ丘パル委員会（四條畷市）
平和 戦跡めぐり
11月７日 此花地域活動委員会（大阪市）

迎春学習会
11月16日 交野東地域活動委員会（交野市）
アタリア農園
11月17日 大東中地域活動委員会（大東市）

なかむら農園
11月17日 守口東・大久保パル委員会
（守口市）
ヤマモリ見学
11月17日 西パル委員会（寝屋川市）

迎春商品学習試食会
11月７日 大淀パル委員会（大阪市）

迎春試食会
11月８日 守口中南部地域活動委員会（守口市）
迎春試食会
11月８日 大東東地域活動委員会（大東市）

有田コープファーム見学
11月17日 寝屋川北全パル委員会（寝屋川市）

迎春試食会
11月17日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春商品学習会
11月17日 門真合同地域活動委員会（門真市）

おせちのお重詰めや大皿盛りにチャレンジ
11月８日 南平野地域活動委員会（大阪市）

迎春商品試食会
11月17日 城東北地域活動委員会（大阪市）

認知症予防
11月８日 村野パル委員会（枚方市）

お気軽カフェ
11月17日 西成地域活動委員会（大阪市）

スクラップブッキング講習会
11月８日 鯰江パル委員会（大阪市）

近江農産組合見学
11月18日 ながお店舗パル委員会（枚方市）

美吉野農園見学
11月９日 すぎ地域活動委員会（枚方市）

迎春試食会
11月10日 守口北部地域活動委員会（守口市）

迎春試食会
11月18日 宗谷全パル委員会（枚方市）

見て・味わって・ふれあおう～コープ商品!!
11月19日 寝屋川東地域活動委員会（寝屋川市）
迎春試食会
11月19日 鶴見南地域活動委員会（大阪市）

迎春商品学習試食会
11月12日 北地域活動委員会（大阪市）

築野食品工業
11月14日 鶴見北地域活動委員会（大阪市）

迎春おしゃべりお茶会
11月20日 東成地域活動委員会（大阪市）

川越パル委員会（枚方市）

※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。

◦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
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■お気に入り商品の名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード
①住所
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！！

「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☆
ご応募いいただきました内容は、順次ぱ

写真もご一緒に

※FEC……F（Food：食）・E（Energy：エネルギー）・C（Care：ケア）：評論家の内橋克人さんが提唱

（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）
※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。

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
HPの専用フォームからの応募

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。

全ての人が参加できる社会づくりを

々なバリアを見つけることがで
きるそうです。
今 後 は、 外 へ 見 学 に 出 か け
て、さまざまなユニバーサルデ
ザインについて学んでいきたい
とのこと。
駅のホームから視覚障がい者
の方が転落
し亡くなら
れた悲惨な
事故も耳に
します。一
人ひとりが
考える事が
大切だと感
じました。

募 集！!

講師の村田さん

10月29日
忍ヶ丘店組合員集会室

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

グループ
「ユニスタ」

●登録メンバーは11名
●テーマは「物理的、制度的、文
化情報面意識上のバリアをな
くすことで、全ての人が参加
できる社会づくりを考える」

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。

迎春料理盛り付け&試食会
11月18日 天王寺地域活動委員会（大阪市）

生協商品でお正月を迎えよう
11月11日 やまだ地域活動委員会（枚方市）

（11月９日）

この日は、６名と一頭（盲導
犬のブリーゼちゃ ん） が参加
し、定例会が開催されました。
ユ ニ ス タ と は、
〝ユニバーサ
ルデザイン（ユニ）を学ぶ（ス
タディ）
〟 と い う 意 味 で、 物 理
的、制度的、文化情報面意識上
のバリアをなくすことで、全て
の人が参加できる社会づくりを
考える事を目的に、様々な情報
を持ち寄って共有しています。
グループには、視覚障がいの
組合員さんも登録されていて、
〝誰にでも優しい〟を視点に、
気づいたことを持ち寄っていま
す。 例 え ば、
「トイレの水を流
すボタンが統一されていないの
でわかりにくい」
「シャンプー
やリンスに
は印のある
ものもある
が全部には
ない」
など、
日常の生活
の中で気づ
いた事を持
ち寄って共
有していま
す。そんな
視点で見て
みると、様

秋のおすすめ商品試食会と粉浜店紹介
11月10日 阿倍野地域活動委員会（大阪市）

迎春試食会
11月18日 天の川地域活動委員会（枚方市）

推進学習会

京橋事務所
（本部） 参加105名
（組合員活動委員）

若草食品見学
11月18日 聖賢パル委員会（大阪市）

生協のおせち
11月10日 交野南地域活動委員会（交野市）

豆紀見学
11月14日

迎春商品試食と学習会
11月14日 天満南パル委員会（大阪市）

「これからの私たちの食を守るためには…」

ても高齢化の中では生産をた
くさん増やすこともできな
い。そうなると農家や農村に
別の所得源が必要になってき
ます。農林漁業をしっかり立
て 直 す に は『 ※Ｆ Ｅ Ｃ 自 給 圏
の形成』という考え方が重要
です。農林漁業や地域経済の
活性化とエネルギー問題を結
び付けて地域で仕事を起こし
ていくというものです。その
先頭に生協が立てるかどうか
が問われています。生協サイ
ドで農業生産プラスエネルギ
ー政策で所得をあげてもらう
ための事業を起こすことが必
要です。これからの私たちの
食を守るのにはそういっ た
『食とエネルギーの産直』で
あると考えます」
。
参加者からは「産地見学や
交流だけでなく、多方面から
支えていかなければならない
時代なのだと考えさせられま
し た 」「 安 全 安 心 な も の を 購
入し、生産者の方をささえて
いく…ささやかな抵抗を続け
て、諦めないことを心掛けた
いと思っております。一人で
は小さな力でも、集結させれ
ば何かが変わるかもしれませ
ん。 そ う 信 じ た い で す 」
「大
手企業まかせ、国まかせにせ
ず、考えたり活動しないと、
自分たちのくらしは良くなら
ないことがわかりました」な
どの感想がありました。

小川珈琲見学
10月21日 春日出・西九条パル委員会
（大阪市）
おもちピザを作って食べませんか
10月21日 深野パル委員会（大東市）
舞鶴引揚記念館
10月22日 菅原東パル委員会（枚方市）
イサミ吉備高原牧場見学
10月23日 守口西部・中南部地域活動委員会
（守口市）
スリーエスフーズ見学
10月24日 田口山パル委員会（枚方市）
巽製粉見学
10月25日 梅ヶ丘・明和パル委員会
（寝屋川市）
美吉野農園見学
10月25日 大正地域活動委員会（大阪市）
川口水産見学
10月26日 榎並パル委員会（大阪市）
美吉野農園見学
10月26日 くずは地域活動委員会（枚方市）
マルツネ
10月27日 東住吉北地域活動委員会（大阪市）
最近の悪徳商法の手口と対策
10月27日 交北パル委員会（枚方市）
畳表を使ったコースター作り
10月27日 西地域活動委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
10月29日 生野地域活動委員会（大阪市）
子どもまつり
10月29日 東成地域活動委員会（大阪市）
簡単パン作り教室
10月29日 北門真・南門真地域活動委員会
（門真市）

近江農産組合見学
10月31日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）
巽製粉見学
11月１日 天の川地域活動委員会（枚方市）

迎春試食会
11月14日 守口西部地域活動委員会（守口市）

私たち
がこれか
らも安全
なものを
安心して
食べ続け
ていくためには、何を大事に
すればいいのかをみんなで考
える機会になればと、学習会
を開催しました。講師にお招
きしたのは、愛媛大学アカデ
ミック・アドバイザーの村田
たけし
武さん。村田さんは愛媛食健
連（国民の食糧と健康を守る
愛媛連絡会）会長、くらしと
協同の研究所研究委員、ＮＰ
Ｏ法人自然エネルギー愛媛理
事長と、多岐にわたり活動さ
れており、今回はその実践経
験なども交えながらお話しし
ていただきました。
ま ず は Ｔ Ｐ Ｐ の 問 題。「 Ｔ
ＰＰが発効されなくてもアメ
リカとの二国間の取り決めで
話がすすんでいく可能性があ
ります。日本とはちがい、危
険があることが証明されない
のは安全だというのがアメリ
カの感覚。くらしを守るには、
国会でＴＰＰ協定を承認させ
ないことです」と村田さん。
また、生協のとりくみの課
題として次の話をお聞きしま
し た。「 こ れ か ら の 農 作 物 は
価格破壊がすすみます。農村
は食の産直だけではもたな
い。生協が買い支えるといっ
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JAいなば交流会
10月29日 都島南地域活動委員会（大阪市）
舞鶴引揚記念館
10月30日 四條畷東地域活動委員会（四條畷市）
JAいなば交流会
10月30日 鶴見北地域活動委員会（大阪市）

2016年度
第５回
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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。
日 時 １月26日（木）10：30～12：00
申込締切１月20日（金）17：00まで
場 所 パルコープ京橋事務所（本部）２階
参加申し込み・問合せは９ページ下の
組合員サービスセンターへ
※グループには活動費の補助があります
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