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12月度の委員会の主なとりくみ（11/21～12/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数
6

109

取引先を講師に学習会

5

116

平和のとりくみ

3

94

試食会

18

879

その他のとりくみ

10

296

42

1,494

合

計

■お気に入り商品の名前
（雑貨でもOK）

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

講師の早川さん

20

子育てサポートステーション 主催

「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☆
写真もご一緒に

（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

①住所

12

12月５日

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

参加85名（うち子ども37名）

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

■商品のエピソード

11

※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。

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。

「クローバー」 さんは、「子ども連れで
も楽器を吹きたい」というママさんたち
が集まって結成されたオーケストラで、
大阪市住吉区を拠点に活動をされています。

大阪のママさんたちによる
吹奏楽団〝マムズ・ウインド・
オ ー ケ ス ト ラ「 ク ロ ー バ ー 」
〟
さんにお越しいただき、親子で
楽しめる吹奏楽コンサートを開
催しました。
会場はたくさんの親子でにぎ
わい、みんな大好き「アンパン
マンのマーチ」をはじめ、クリ
スマスも近いということで「赤
鼻のトナカイ」などクリスマス
ソングも楽しめました。楽器紹
介のコーナーもあり、子どもた
ちはどの楽器がどんな音を出す
のか聴き入っている様子。親子
ともになかなか新鮮な体験だっ
たのではないでしょうか。持参
したタンバリンやすずなどで音
楽に合わせてたたいたりする場
面も。最後は、子どもたちの間
で最近人気だという「エビカニ
クス」で一緒に歌
って踊ったりと大
盛り上がり！終始
親子で楽しい時間
となりました。

◦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


～
「パリ協定」から考える～

（12月１日）

京橋事務所
（本部） 参加80名
（組合員活動委員）

「子どものための吹奏楽コンサート」阿倍野組合員会館

※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。

募 集！!

推進学習会

「地球温暖化と私達にできること」

が高い水準での目標を設定
し、 Ｃ Ｏ ２排 出 量 を 減 ら し て
いくために、世界的に脱炭素
社会の構築をめざすというも
の。再生可能エネルギーへの
１００％転換が必要なので
す。原発稼働や石炭火力を増
やしている日本は協定に逆行
しているのです」
と早川さん。
今後、日本が再生可能エネ
ルギーを増やしていくために
は、私たち市民が関心を持っ
て学習をし続けること。そし
て再生可能エネルギーを進め
るために大切な仕組みづくり
について意見を表明し、参加
・行動することが必要だと教
えていただきました。
最後には「温暖化問題につ
いて、間に合うかどうかの確
信はありませんが、行動しな
いと絶対に間に合わないので
す。何よりも決して諦めない
こと」と力強いお言葉をいた
だきました。
参加者からは「帰ってから
も子どもや友達にも見せて考
える時間が持てると思いうれ
し い で す 」「 エ ネ ル ギ ー 源 の
中での再生可能エネルギーの
占める割合について、少しず
つ上がればいいなという考え
で い ま し た が 甘 か っ た ～。
『パリ協定』を遵守するには
１００％転換とは驚きまし
た」 などの感想がありまし
た。

カモ井食品工業
11月21日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）
なかむら農園
11月22日 寝屋川中央全パル委員会
（寝屋川市）
丸長水産
11月22日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
おすすめ迎春試食会
11月22日 山坂・南田辺パル委員会
（大阪市）
生協商品を知ろう
11月22日 まきの全パル委員会（枚方市）
迎春試食会
11月22日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）
アロマでお掃除＆試食会
11月22日 大宮・生江城北パル委員会
（大阪市）
イサミ岡山フードプロダクツ見学
11月23日 大東東地域活動委員会
（大東市）
大山乳業
11月24日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

店舗のクリスマスケーキ・迎春商品試食会
12月３日 城東南地域活動委員会
（大阪市）
迎春試食会
12月３日 四條畷北地域活動委員会
（四條畷市）
イートアンド見学
12月６日 点野パル委員会（寝屋川市）
クリスマス＆迎春フェア
12月６日 ながお地域活動委員会
（枚方市）
料理講習会
12月６日 くずは地域活動委員会
（枚方市）
パーティー料理講習会
12月６日 守口中南部・西部地域活動
委員会（守口市）
アズマ工業
12月７日 城東北地域活動委員会
（大阪市）
巽製粉見学
12月７日 守口西部地域活動委員会
（守口市）
平和のつどい
12月７日 枚方合同地域活動委員会
（枚方市）
クリスマスは生協商品で
12月７日 鶴見北地域活動委員会
（大阪市）
お正月用箸袋作り
12月７日 都島北地域活動委員会
（大阪市）
干支クラフト作り
12月７日 長宝寺パル委員会（交野市）
紀ノ川農協見学
12月８日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）
店舗迎春試食会
12月９日 星ヶ丘全パル委員会（枚方市）
地元コラボ企画
12月10日 西地域活動委員会（大阪市）
わたしたちのおすすめ試食会
12月12日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春箸袋作り
12月15日 東住吉南地域活動委員会
（大阪市）

地球温
暖化が問
題視され
るように
なって
年以上が
経ちます。最近では熱中症で
搬送される人が増えていた
り、ゲリラ豪雨や強い台風が
きたりといままでとはちがう
ような被害や災害が起こるよ
うになりました。地球温暖化
をくいとめようと、世界中の
国々が国連気候変動枠組条約
締約国会議（ＣＯＰ）で長年
にわたり話し合いやルールを
作ってきました。２０１５年
月にはパリ協定という国際
ルールが採択され、２０１６
年 月に発効されることとな
りました。パリ協定を通して
地球温暖化について学び、日
本と他国の現状を聞くことで
日本が果たす役割について考
えるきっかけにしたいと今回
の学習会を開催。講師として
特定非営利活動法人 地球環
境市民会議（ＣＡＳＡ）専務理
事の早川光俊さんに来ていた
だきました。
「地球温暖化により、天候
・生物・作物など様々なとこ
ろに影響はでてきます。世界
で ５ 番 目 の Ｃ Ｏ ２排 出 量 の 日
本も十分加害者であるという
ことを自覚しなければいけま
せん。パリ協定は、全ての国

産地工場見学

大阪城戦跡めぐり
11月24日 四條畷南地域活動委員会
（四條畷市）
クリスマス＆迎春
11月24日 交野北地域活動委員会
（交野市）
COOP商品でお正月を！
11月24日 港地域活動委員会（大阪市）
おしゃべりおカフェ
11月24日 墨江・長居パル委員会
（大阪市）
クリスマスカード作り
11月24日 住之江全パル委員会（大阪市）
美吉野農園見学
11月26日 門真合同地域活動委員会
（門真市）
生協のおせち
11月26日 生野地域活動委員会（大阪市）
クリスマス試食会
11月29日 都島南地域活動委員会
（大阪市）
川口水産見学
11月30日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
コープ商品フェア＆試食会
11月30日 やまだ・枚方中央・枚方香里
地域活動委員会（枚方市）
商品フェア
11月30日 寝屋川西香里地域活動委員会
（寝屋川市）
お茶会（迎春）
11月30日 大正地域活動委員会（大阪市）
クリスマスランチカフェ
11月30日 浪速地域活動委員会（大阪市）
よりすぐり商品の試食会
11月30日 春日・東香里・川越パル委員会
（枚方市）
クリスマスのおもてなし料理！！
12月１日 庭窪・梶パル委員会（守口市）
開戦日に向けての平和の行動
12月３日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

こんな音がでるよ～♪

感 想
ゃぎ。マット
◦とてもとても楽しかったです。娘も大はし
心してす
ても安
動かし
を敷いてくださっていたので体を
ごせました。
めました。子
◦親子とも親しみのある歌・曲ばかりで楽し
ました。
くなり
が温か
見て心
どもたちの嬉しそうな顔を
もらえ
元気を
母まで
れで、
さん連
◦演奏される方も子ども
ました♪

マムズ・ウインド・オーケストラ「クローバー」さんのHPはこちら：http://mamclover.blog92.fc2.com/
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