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体験企画もあります

度

2017年

メンバー募集！

主催：子育てサポート
ステーション

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。
おたよりカードを送ってね。
お返事が届きます。

※教材写真はイメージ

おおむね５歳から小学生の
お子さん

年 会 費

2,000円

2016年度に登録していた方は継続登録制度があります。

ハロウィンパーティー

「おたよりカード」に返事を書いたり、食育体験を企画します

＜サポーターさんへの説明会＞
５月８日（月）10：00〜12：00 パルコープ京橋事務所（本部）
「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先

※兄弟姉妹で申し込む場合
は、２人目から1500円

第２回チャレンジクッキング

サポーターになりませんか！
（ボランティア）

９ページ下の組合員サービスセンターへお電話ください。
〈キッズクラブの１次締め切り〉４月28日（金）

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。

10月22日 城東組合員会館

くらし
参加28名

平和

初めてのお料理でも楽しくできたよ！

食

環境 組合員活動 の

コーナー

“チャレンジクッキング”は、子どもたちが自分で料理をしておうちの人にも食べてもらう楽しい企画です。
今回は、お料理の経験のない子どもたちも楽しく参加できるように、ハロウィンパーティーを開くことにして
「かぼちゃのモンブランケーキ」と「フルーツポンチ」作りにチャレンジしました。
10組の親子の参加があり、５歳～小学３年生14人の子どもたちのなか
には初めて包丁を使う子もたくさんいましたが、ひとつひとつ教えても
らいながら裏ごしかぼちゃとホイップクリームを絞ったり、果物をかわ
いい包丁で切ったり、おいしそうなパーティーメニューを完成させまし
た。その後にはスタッフが「ポップコーン」を作るところもみんなで見
ました。ポップコーンが“パッーン！パッーン！”とはじけてフライパ
ンいっぱいにふくらむ様子に、歓声が挙がりました。
ハロウィンパーティーでは仮装した子もいて、みんなで楽しく食べた
後は手作りの季節の食べ物ビンゴゲームと、カードゲームをして遊ん
で、楽しいハロウィンパーティーになりました。

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

■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！！

写真もご一緒に

「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☆
（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。

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
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。

～今私たちにできること～

（２月16日）

京橋事務所
（本部） 参加95名
（組合員活動委員）

講師の岩崎さん

長会議のとりくみについてお
話いただきました。
また、ヒロシマにおける平
和 の と り く み を『 守 り 』
『広
め 』『 伝 え る 』 を キ ー ワ ー ド
にご紹介いただきました。ヒ
ロシマ・ナガサキの原爆投下
日さえ知らない子どもが増え
る中、あらためて平和教育へ
力を入れ、被爆の実相を伝え
てこられています。
最後に「一人ひとりの強く
熱い思いは必ずや核兵器のな
い平和な世界につながりま
す。それを信じて平和のとり
くみを進めることが大切だと
思います。みなさんにもお子
さん、お孫さんがいらっしゃ
ると思います。その子たちに
平和な世界を残すために、一
人ひとりにできることをとも
に行動していきましょう」と
締めくくられました。
〈参加者の感想〉
「核の保
有に賛成している人々が被爆
地にきて、事実をみつめ一発
の核が永遠につづく悲しみを
もたらすことに気づいてほし
いと思います」「今の世の中の
流れは、平和がおびやかされ
ようとしていると思うので、
現状をしっかり見て、政治や
社会情勢についても話してい
きたいと思いました」
「一人
の思いや声が集まれば大きな
力になれる。署名もピースリ
レーも大切なことですね」

参加対象

募集

推進学習会

「核兵器を廃絶するために」

パルコー
プでは、核
兵器のない
平和な社会
をめざし
て、ピース
リレーや署名活動などのとり
くみをしています。しかし、
世界にはまだ１５０００発も
の核兵器があり、核実験を繰
り返している国もあります。
核に対する世界の考え方を学
び、今わたしたちができるこ
とは何かを考える機会になれ
ばと、広島平和文化センター
で常務理事をされている岩崎
静二さんをお招きし、お話を
お聞きしました。
「今の核兵器は、ヒロシマ
・ナガサキの原爆の何十倍の
威力があるといわれていま
す。現存する核兵器は世界を
何度も滅亡させる威力をもっ
ています。また、核兵器は発
射されて脅威になるだけでは
なく、保有しているだけで常
に誤爆・事故、テロリストの
脅威にさらされます。第三次
世界大戦の引き金にもなりか
ねないのですが、核抑止論な
どにより、国レベルでは核軍
縮は進みません。しかし、自
治体や市民レベルで理性をも
って話し合えば核兵器廃絶に
向けてできることもあるはず
です」と岩崎さん。自治体や
市民の力を結集させる平和首

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。

2016年度
第８回

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

7

125

取引先を講師に学習会

3

46

平和のとりくみ

2

9

内部学習会

4

63

その他のとりくみ

7

795

23

1,038

合

計

巽製粉見学
１月30日 福島地域活動委員会
（大阪市）
物流センター・商品検査室
２月１日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）
大醤見学
２月２日

菅原パル委員会（枚方市）

コープこうべ見学
２月２日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）
ハグルマ見学
２月２日 川越パル委員会（枚方市）
コープこうべ見学
２月８日 寺方南パル委員会（守口市）

新春のお茶を楽しみましょう
１月21日 大東西地域活動委員会
（大東市）
コモの学習会
１月25日 枚方中央合同パル委員会
（枚方市）
物流センター・商品検査室
１月26日 旭地域活動委員会（大阪市）
ゆび編みでアクリルたわし作り
１月28日 今津パル委員会（大阪市）

ハンドメイドアクセサリーと試食
２月９日 西地域活動委員会（大阪市）
おしゃべり喫茶
２月９日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）
巽製粉見学
２月10日 生野合同パル委員会
（大阪市）
食育カーニバル
２月11日 枚方まちづくり連絡会
（枚方市）

生協のさくら卵学習会
２月15日 城東北地域活動委員会
（大阪市）
クラブコスメチックス
２月16日 東・大久保パル委員会
（守口市）
歴史博物館＆ ピースおおさか
２月17日 天の川地域活動委員会
（枚方市）
平和を知って伝える（ピースおおさか）
２月17日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）
パルのつどい（おひなまつり）
２月17日 春日パル委員会
（枚方市）
春のストロベリーロールケーキ作り
２月18日 鶴見南地域活動委員会
（大阪市）
和菓子の万寿や見学
２月20日 つだ地域活動委員会
（枚方市）
乳がんのこと知ってますか?
２月20日 寝屋川北地域活動委員会
（寝屋川市）
商品案内学習会
２月20日 交野北全パル委員会
（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。
7

6

