137号

137号

2017.5.29

2017.5.29

４月度の委員会の主なとりくみ（３/21～４/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

が起こり、事

島の原発事故

災により、福

東日本大震

と金谷さん。原発事故後、多く

り考えていなかったことです」

っていて、リスクについてあま

の平和利用ということを信じ切

来世代に負担をかけないための

の人が関心を持つようになり変

ブイリのふたつの原発事故にお

モラルを考えていかなくてはい

故の大きさや

ける被害や国の対応など学び、

けません。まずは電力会社の選

化したこともありますが、国は

私たちは原発とどう向き合って

択で原発依存をやめること。地

原発のリスクが報道されまし

いけばいいのかを考える学習会

球温暖化対策として石炭火力発

いまだ原発推進政策をすすめて

を開催しました。うえに生協診

電比率の多い会社を避け、再生

た。事故から６年―。福島、そ

療所所長・公害をなくす会会長

可能エネルギーの多い会社を選

います。最後に「私たちは、将

の金谷邦夫さんを講師にお招き

んだり、太陽光発電などみずか

して 年前に起こったチェルノ

し、原発事故の話や放射線物質

らも再エネをすすめることで

親子で体を動かして

遊ぶことで、楽しい体

験を共有して絆を深め

よう！と、１歳～５歳

の乳幼児期の子どもた

ちを対象にたくさんの

家族連れが参加しまし

た。今回の講師は「笑

ろてるパパがええや

な〟遊びで、子どもた

ん！」を合言葉に父親

ー・イベントなどを開

ちは大喜び！「傘袋ロ

の子育て講座やセミナ

催されている、ＮＰＯ

ケット」
を飛ばしたり、

“傘袋”を
ロケット
にして、
発射！

法人ファザーリングジ

※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。

自宅ではなかなかでき

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

HPの専用フォームからの応募

ャパン関西の島津さん

①住所
②お名前
③組合員コード

※商品のリクエストコーナーではありません

と、おもいっきり

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

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☆

参加62名

ないビリビリ破いた新

（例）

「親子でワイルドふれあいあそび」 京橋事務所（本部）
と松原さん。お父さん

「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☆

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

３月20日

聞紙に埋もれてみたり

田口山パル委員会（枚方市）

子育てサポートステーション 主催
ならではの〝ワイルド

笑いヨガ
４月20日

春のおすすめ試食会
４月11日 住之江地域活動委員会（大阪市）

おとうさんも一緒に！

楽しみました。

7

が与える健康被害などの話をお

春のおすすめ商品パルのつどい
４月20日 交野北地域活動委員会（交野市）

パルのつどい（春のおすすめ商品）
４月10日 天満南パル委員会（大阪市）

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

す。また、消費者として電気料

堺共同漬物見学
４月20日 伝法パル委員会（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。

◦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

講師の金谷さん

春のおすすめ商品試食会
４月19日 大東中地域活動委員会（大東市）

コープこうべ見学
４月10日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）

写真もご一緒に

31

春のおすすめ試食会
４月19日 鶴見北地域活動委員会（大阪市）

パルのつどい（春のおすすめ商品）
４月９日 中津パル委員会（大阪市）

募 集！!

聞きしました。

紀ノ川農協（とうもろこし種まき）
４月８日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

▶新聞
 紙を破いてちぎって遊んだ
あとは、新聞紙の山に埋もれる
“新聞プール”で大はしゃぎ！

コープこうべ見学
３月29日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）

イートアンド見学
４月19日 長宝寺パル委員会（交野市）

金問題に対する持続的なとりく

親子クッキング
３月28日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）

紀ノ川農協（とうもろこし種まき）
４月８日 榎本パル委員会（大阪市）

チェルノブイリでは、事故後

春のお茶会
３月28日 中央地域活動委員会（大阪市）

春のおすすめ商品でブランチしましょう
４月18日 浪速地域活動委員会（大阪市）

みをすすめ、専門家会議や有識

夕食サポート試食会
３月28日 まきの地域活動委員会（枚方市）

春のおすすめ試食会
４月７日 都島南地域活動委員会（大阪市）

30

（３月18日）

京橋事務所
（本部） 参加62名
（組合員活動委員）

㎞圏内の居住は禁止されてい

リバース見学
３月28日 つだ全パル委員会（枚方市）

寝屋川福祉まつり
４月15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
４月６日 南住吉パル委員会（大阪市）

30

者会議のメンバーに市民の代表

牛乳学習会
３月28日 横堤パル委員会（大阪市）

春のおすすめ商品おためし会
４月14日 守口西部地域活動委員会
（守口市）

マルツネ見学
４月４日 上野口・大和田パル委員会
（門真市）

ます。 年以上経った今でも原

商品おためし
３月27日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）

春のおすすめ商品試食会
４月14日 交野東地域活動委員会（交野市）

おしゃべりお茶会
４月２日 東成地域活動委員会（大阪市）

を増やす要求などで政策に意見

給食の会学習会
３月25日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）

春のつどい
４月１日 大東西地域活動委員会（大東市）

を反映させる仕組みをつくって

巽製粉見学
３月24日 野崎パル委員会（大東市）

JA全農ミ－トフ－ズ見学
４月14日 守口北部地域活動委員会
（守口市）

子炉格納容器をシェルターで覆

子どもの食事と健康について
３月23日 私市パル委員会（交野市）

ハグルマ見学
４月14日 都島北地域活動委員会（大阪市）

イサミ吉備高原牧場見学
４月１日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）

うなどしてやっと放射能物質の

春のおすすめ コープ商品試食会
３月23日 住之江地域活動委員会（大阪市）

スリーエスフーズ見学
４月14日 菅原パル委員会（枚方市）

オリジナルマイ♥ノートを作ってみよう
３月31日 忍ケ丘パル委員会（四條畷市）

いくことです」と提起していた

寝屋川北地域活動委員会
（寝屋川市）

サングリーン企画
４月13日 北畠パル委員会（大阪市）

タケダハム
３月30日 下島パル委員会（守口市）

漏れを防いでいる状況。一方、

1,366

だきました。

49

福島は事故の全貌はまだわから

若草食品
３月23日

計

506

参 加 者 か ら は、
「知れば知る

合

7

春のおすすめ試食会と交流会
４月12日 東住吉北地域活動委員会
（大阪市）

デコパージュ
３月29日 大正地域活動委員会（大阪市）

ないことだらけで、８万人の方

その他のとりくみ

パルカフェ in 此花
３月29日 此花地域活動委員会（大阪市）

ほど、政治で私たちの生活が大

436

がまだ避難されているのに国は

20

試食会

春のおすすめ商品試食会
４月12日 長吉東・瓜破東パル委員会
（大阪市）

きく変わると再認識しました。

21

支援を打ち切り、住環境周辺の

1

くらしを守る政治になってほし

内部学習会

除染をするだけで帰還を推進し

39

い 」「 放 射 線 に 関 わ る 健 康 被 害

1

ているといいます。

平和のとりくみ

舞鶴引揚記念館
３月29日 交野東・西・南・北地域活動
委員会（交野市）

と、原発に対する考え方を地域

96

～チェルノブイリと福島から考える～
「私たちが反省しなければな

4

おすすめ商品を使ったウキウキ行楽弁当
４月12日 守口中南部地域活動委員会
（守口市）

で も 話 し 合 い た い 」な ど の 感 想

取引先を講師に学習会

紀ノ川農協（一株トマト）
３月29日 浪速地域活動委員会（大阪市）

らないのは、福島の原発事故が

268

推進学習会

「原発事故がもたらすもの」

がありました。

16

生協のヘルシーランチ
４月11日 天王寺地域活動委員会（大阪市）

起こるまで原発の安全神話や核

産地工場見学

川口水産見学
３月29日 西三荘パル委員会（門真市）

2016年度
第９回

パパの足の上で
ヒコーキだよー

6

