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参加者
募集

2017.7.24

旅行企画

組合員サービスセンター
0120-299-070
携帯・PHSからは ☎ 072-856-7671（有料）
（月・土 ９：00～17：00 火～金 ９：00～18：00）

旅行開始
日の前日
から起 算
してさか
の ぼって

契約解除の日

1）
21日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては11日目）

取消料（お一人様）
無料

2）
20日目にあたる日以降の解除
旅行代金の20％
（日帰り旅行にあっては10日目）
（ 3 〜 6を除く）
3）
7日目にあたる日以降の解除
（4 〜 6を除く）
旅行代金の30％
4）
旅行開始日の前日の解除
旅行代金の40％
5）
当日の解除
（6を除く）
旅行代金の50％
6）
旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％

この企画は、
当生協
「旅行業約款
（募集型企画旅行契約）
」
によります。

～今年５月の田植えツアー参加者の声より～
JAグリーン近江 ◦いくら機械化されても、人手がない

とむりな所もありますが、稲を植え
る機械のかわりに、人が手でやる体験がとても楽しかったで
す。機械がなかった時代のつらさとしんどさがとてもよく実
感できました。
（枚方市 瀬川さん 11歳）

3

◦初めての田植えでしたが、土の感触が想像
していたよりずっと柔らかくて気持ち良かっ
たです。
子どもたちも、
田んぼに入って早々に尻餅をついてし
まいながらも夢中にな
って植えていました。
富山にはこれまでもご
縁がありましたが、ツ
アーに参加していっそ
う身近に感じられるよ
うになりました。
（北区 Ｙ・Ｔさん）

JAいなば

（岩手県遠野市に常駐する
パルコープボランティア事務局・林さんより）
ずっとボラの会（東北応援バス参加者の有志の会）よりお知らせ

＜今後の予定＞ ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
会 場
8月 6 日
（日）
10：00〜15：00
東中浜店
8月11日
（金・祝）
10：00〜15：00 クレオ大阪東 まつり
9月 3 日
（日）
10：00〜15：00
忍ヶ丘店

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎玉出集会室（7月2日）売上げ 7,390円と募金180円
◎兵庫県保険医協会（7月8日）売上げ111,053円
◎住之江区民まつり
（7月9日）売上げ 271,332円

今回は過去２回の参加に比べ

【問い合わせ先】

取消料について

お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる
場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
申込みをお断りした場合、旅行代金に対し右記の利
率で取消料（お一人様につき）
をいただきます。又、
組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員
減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

充実感がありました︒作業その

こちらからも
申し込みできます→

生活協同組合おおさかパルコープ 大阪市都島区東野田町1-5-26
大阪府知事登録旅行業第2-1360号 総合旅行業務取扱管理者 山根洋子

ものが未来に向けて大きく動き

https://welcome.palcoop.or.jp/event/sp/

出 し た 様 に 感 じ ま し た︒で も︑

■ホームページの専用フォームからも申し込めます

よどがわ生協・ならコープ合同企画

人々の生活は元にもどるよしも

８月11日（金・祝）消印有効

大槌町の災害公営住宅で地元カフェのキッチンカーと
コラボした「うまいもの交流会」を６月末に開催させても
らいました。
この交流会は、仮設住宅から移られた公営住宅のうち、
マンションタイプの住宅を対象に新たなコミュニティづく
りのきっかけになれば…と、町からの助成も受けてNPO
遠野山里暮らしネットワークの主催となりました。この住
宅では同NPOが「編み物講習会」を月２回サイクルで実施
しており、参加者はすべて女性の方々です。そこで今回の
交流会では、男性参加を意識した開催で、男性５名含めた
23名の住民さん参加となりました。会場では、アンケート
住宅＆ご近所さんと（特に男性参加で）取り組みたいこ
と を記入いただき、第１位「カラオケ」、２位「畑や花壇」と
「日帰り温泉（別名：大人の遠足）」、３位が「映画鑑賞」と
なりました。
大阪市でも似たことがあるかも知れませんが、現役引
退された 男性が集える場づくり に、今回アンケートをも
とに自治会に相談しながら新たな企画開催に
チャレンジしたいものです。

5月3日〜5月6日

なく︑どれだけ目を向けられて

■申し込み締め切り

※このツアーは一般の観光ツアーとは違い、組合員さんに生産者や商品について
より知っていただくためのツアーで、
パルコープが一部費用を負担します。
ご親
族でも組合員さんでない方の参加はご遠慮ください（同居家族は組合員です）
。
※申し込みは１枚のはがきに１コースずつでお願いします。グループで申し込む
場合１枚のはがきにお書きください（組合員さんごとに組合員コードを記入）
。
※申し込み多数の場合は抽選し結果ははがきでお知らせします（初めての方が優
先です）
。
※要項は後日参加者に郵送します。
※視覚・聴覚に障がいをお持ちの方でガイド・手話ボランティア制度を利用され
る方はお知らせください（日帰りツアーのみ）
。
※応募で得た個人情報はツアーの連絡、産地交流に係る企画案内以外には使用し
ません。
※宿泊は相部屋になることもあります。ご了承ください。

いるのか心配です︒本当はこれ

申し込み方法

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

か ら がボ ラ ン テ ィ ア の 出 番 か と

※３歳未満の参加不可

NO.90

思 い ま し た︒
﹁田 ん ぼ の 整 備 に

10,000円
6,000円

高額の税金を使ったので何とし

中学生以上
３歳以上

※伊丹空港より添乗員が同行します
※旅行代金など詳しくは、今週配布の
カタログ「まいらいふ」4ページをご
陸前高田市の奇跡の一本松
覧ください

東北応援バス報告
ても田んぼを守らねば﹂とおっ

参加費

今号16ページ
15ページも
見てね

11月8日
（水）

●食 事／朝２ 昼3 夕２

2017年度 第2回

しゃっていた高齢の会長さんの

程 23日 ８
 ：00パルコープ京橋事務所
（本部）
集合→
11：15頃昼食→13：30頃到着・稲刈り体験→
17：00頃宿舎「滝乃荘」到着・夕食交流
24日 ８
 ：30頃宿舎出発→収穫祭・昼食→
13：00頃現地出発→19：00頃京橋帰着

※３歳未満の参加不可

■はがきの場合（官製はがきでもＯＫ）
はがきには①ツアーのコース名と参加したい日
②住所③電話番号④参加者すべての名前（ふりがな）
と年齢
（学年）
⑤組合員コードをご記入ください。
【申し込み先】
〒534－0024 大阪市都島区東野田町１丁目５－26
生活協同組合おおさかパルコープ 組合員活動部

●出発日／11月6日
（月）
〜

話し︑高田松原の再生に取り組

中学生以上 3,000円
３歳以上
1,500円

行

2泊3日

ま れ て い るボ ラ ン テ ィ ア の 方 々

参加費

程

を見てね！

の姿を思うと︑今後も応援して

程 ９：00パルコープ京橋事務所
（本部）集合→
11：00頃稲刈り体験・昼食・生産者と交流→
15：00頃現地出発→
18：00頃京橋帰着

９月23日（土・祝）～24日（日）１泊２日

日

」
︵浪速区 田中さん︶

行

「

「富山コシヒカリ」のふるさと

９月16日（土）日帰り

東北 応 援ツアー

あなたの旅が復興につながります

JAいなばコース（富山県小矢部市） 定員：30名

「無洗米環境こだわり米 滋賀秋の詩」のふるさと

程

東北 紅 葉

お や べ

JAグリーン近江コース（滋賀県東近江市） 定員：40名

日

５月に組合員さんが田植えした滋賀県
のJAグリーン近江さんと富山県のJAい
なばさんの田んぼの稲刈り体験です。食
べものの大切さを感じる産直産地ツアー
に行きませんか。

なら
パル・よどがわ・
組合員さんの

いく必要を感じました︒

親子で
稲刈り体験しよう

コースも
どちらの
きます
バスで行

組合員さんの声から今年も実現

お1人でも
ご家族でも

2017年度 第4回「東北応援バス」参加者募集

【日程】
9月15日
（金）
〜18日
（月・祝）
【申込締切】
8月11日
（金・祝）

3泊
4日

【参加費】中学生以上
お１人 29,700円（初回の方は15,700円）
小学5・6年生 お１人 26,700円（初回の方は12,700円）
※小学生はかならず保護者同伴でご参加ください

【行程】3泊4日
（車中２泊）
・大型観光バス
（近鉄バス）
で行きます
〈バスで移動、車中泊〉
１日目 パルコープ京橋事務所（本部）集合（18時予定）
２日目 岩手9時頃着、
ボランティア活動、
被災地視察

〈宿舎
「小川旅館」
または
「さんずろや」
泊〉

３日目 ★大槌まつり参加★（詳細は1ページ） 〈バスで帰阪、車中泊〉
４日目 パルコープ京橋事務所前到着
（9時頃予定）
＊活動内容と場所は、
現地での要請に基づきます
＊宿舎は男女別・相部屋です

【定員】30名（3生協定員・最低実施人数15名）
今までに参加された方も、申し込みできます。定員を超えた場
合は抽選（初めての方が優先）。
【参加条件】組合員さん、及びその家族で安全上、
小学校5年生以上の方。複数名参加可。

＊持ち物などの詳細は別途、
参加者にご案内します
（締切後、
約1週間後）
＊参加費には、傷害保険・宿泊費・食事代（1日目夕食除く）
などを含みます
＊天候不順などにより中止になる場合があります
ホームページの

【申し込み・問い合わせ】
組合員サービスセンター

０120−299−070

専用フォームから
も申し込めます

携帯・PHSからは ☎ 072−856−7671
（有料）
（月・土 9：00〜17：00 火〜金 9：00〜18：00）
https://welcome.palcoop.or.jp/form/apply/tohoku̲bus/

カメラ機能のある携帯電話はこれを読み取るとホームページにつながります↑

生活協同組合おおさかパルコープ 大阪市都島区東野田町1-5-26
大阪府知事登録旅行業第2-1360号 総合旅行業務取扱管理者 山根洋子
取消料について

お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる
場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
申込みをお断りした場合、旅行代金に対し右記の利
率で取消料（お一人様につき）
をいただきます。又、
組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員
減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

旅行開始
日の前日
から起 算
してさか
の ぼって

契約解除の日

1）
21日目にあたる日以前の解除
2）
20日目にあたる日以降の解除
（3 〜 6を除く）
3）
7日目にあたる日以降の解除
（4 〜 6を除く）
4）
旅行開始日の前日の解除
5）
当日の解除
（6を除く）
6）
旅行開始後の解除または無連絡不参加

取消料（お一人様）

無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

この企画は、
当生協
「旅行業約款
（募集型企画旅行契約）
」
によります。

ご協力ありがとうございます
東北支援募金の状況
（2017年3月21日〜 2017年6月20日）
17,822,253円 （この金額には2016年度繰越金・注文書で
の募金・店舗などに設置の募金箱・ずっと
ボラの会での物販などを含みます）

※ 東北応援に関する情報はホームページでも見ることができます。
http://www.palcoop.or.jp/shinsai/higasinihon/
※パルコープの店舗一覧はこちら。
http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html
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