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５月度の委員会の主なとりくみ（４/21～５/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

取材活動

紛争地で

実際に

劣化ウランはどこから来るの

てきたといいます。ではその

形児の赤ちゃんをたくさん見

が被爆し病気に侵されたり奇

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。

●登録メンバーは10名
●テーマは「エシカルに選べば
少し世界を変えられる」

を続けて

グループ
「エシカル生活」

か。原子力発電所で使うウラ

ンのしぼりカスで安くできる

６月12日
城東組合員会館

おられる

ティア寝屋川（ぱるむ）
６月19日 三井・明徳パル委員会
（寝屋川市）

講師の話

お料理講習会
６月13日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

兵 器 な の で す。
「
〝戦争〟 と

商品案内学習会
５月24日 交野西地域活動委員会
（交野市）

をとおして、世界中で起こっ

巽製粉見学
６月13日 高殿・生江城北・大宮パル
委員会（大阪市）

紀ノ川農協
（とうもろこし雄花切り取り作業）
６月17日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

〝原発〟は日本では別々に報

おしゃべり喫茶
５月23日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）

タケダハム見学
６月16日 四條畷北地域活動委員会
（四條畷市）

道されてきて、私たちは別の

夏バテを防ぐ薬膳料理
６月12日 萱島パル委員会（寝屋川市）

なかむら農園見学
６月15日 殿一パル委員会（枚方市）

一株トマトを味わおう
６月15日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

ている戦争や紛争の現実を知

スリーエスフーズ
５月23日 大阪中央地域活動委員会
（大阪市）

井ゲタ竹内
６月12日 ながお・つだ・すぎ・宗谷
地域活動委員会（枚方市）

新商品調理・試食会
６月14日 つるみ北地域活動委員会
（大阪市）

小川珈琲見学
６月15日 枚方香里地域活動委員会
（枚方市）

ろうと、イラクの子どもを救

地域商品フェア（アズマ工業）
５月23日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

全国一斉水質検査と河川調べ
６月３日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

タカキベーカリー見学
６月14日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

アに参加し
て、
「
〝エシ
カル〟って
知ってます
か？」のア
ンケートや
展示を行い
ました。
〝エシカ
ル〟のこと
をより知る
ために、本
を読んだ
り、生活の
中で商品を探した
りして、理解する
ことからはじめて
い ま す。
「エシカ
ルって何？」と聞
かれた時にわかり
やすく話せる力を
身につけることが
今年の課題です。

※上記以外に寝屋川合同地域活動委員会が「環
境フェスタ 2017」（６月 11 日）に参加しまし
た。

マルツネ見学
５月30日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

ものだと思い込まされていた

578

計

う会代表でフリージャーナリ

21

合

んです。実は、とても密接な

119

関係なのに。メディアはスポ

7

ストの西谷文和さんにお話を

その他のとりくみ

私市富士登山
５月29日 交野南地域活動委員会
（交野市）

うかがいました。

149

ンサー（電力会社）の機嫌を

2

損ねないように、その事実を

試食会

今年５月に南スーダンで現

33

伝えない。日本国民は戦争と

2

地を見てきた西谷さんは「日

内部学習会

パル委員のおすすめ商品試食会
（ゴールドパック・ヤマモリ）
５月26日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

本政府は安全だと言って、国

156

原発が繋がっていることを教

3

えてもらっていないんです。

取引先を講師に学習会

此花消防署見学・AED学習
５月25日 此花地域活動委員会（大阪市）

連ＰＫＯ部隊に、５年間も自

121

衛 隊 を 派 兵 し て き ま し た。

7

の

委員会数 参加人数

“エシカル”に選べば 少し世界を変えられる

講師の西谷さん

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

グ ル ー プ「 エ シ カ ル 生 活 」
は、長年、食の情報をテーマに
活動していた「食品表示ウォッ
チャーズ」と環境をテーマにし
ていた「エコライフ」の２グル
ープがひとつになり、今年度よ
り活動を始めました。
フェアトレード、
有機ＪＡＳ、
エコマークなどがついている商
品は多くの人が知っていると思
います。商品を選ぶ時、品質や
価格に加えて「社会にとってよ
い選択か？」という視点を取り
入れると地球環境や途上国の働
き方を変えることにつながって
行きます。
５月には地域主催の商品フェ

とりくみ内容別
産地工場見学

う

６月度の委員会の主なとりくみ（５/21～６/20）

私たちはダマされないよう

夕食サポート・くらしのたすけあいの会
５月11日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

（中略） しかし日本政府は

紀ノ川農協（とうもろこし定植）
４月22日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

にせず、いろんな角度から物

おしゃべりお茶会
５月20日 東成地域活動委員会（大阪市）

に、メディアの情報を鵜呑み

食育学習会
５月10日 高野地域活動委員会（枚方市）

〝戦闘ではなく衝突だ〟とご

紀ノ川農協（とうもろこし定植）
４月22日 榎本パル委員会（大阪市）

まかして撤退させませんでし

紀ノ川農協（一株トマト）
５月19日 高野地域活動委員会（枚方市）

事をしっかりと見なければな

物流センター・商品検査室
５月10日 鶴見北地域活動委員会
（大阪市）

春のおすすめ商品を使って試食交流会
４月21日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）

た。そして『駆けつけ警護』

リバース見学
５月19日 宇谷・緑ヶ丘パル委員会
（寝屋川市）

りません」と話されました。

ナリス化粧品見学
５月９日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）

メディアは報道しないけれ

田口山パル委員会（枚方市）

という新任務を付与させてか

笑いヨガ
５月18日

情 報 に 惑 わ さ れ ず、
〝忘れな

滋賀県平和祈念館
４月21日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）

サラダコスモ
５月９日 池之宮・村野・桜丘・星ヶ丘
店舗パル委員会（枚方市）

物流センター・商品検査室
５月17日 寺方南パル委員会（守口市）

い・あきらめない・ダマされ

ナリス化粧品見学
４月21日 深野パル委員会（大東市）

新森パル委員会（大阪市）

ない〟を合言葉に。

“平和”って何だろう？
５月３日 南平野地域活動委員会
（大阪市）

大山乳業
５月17日

ら〝一定の区切りがついた〟

パルのつどい（春のおすすめ商品）
４月28日 大淀パル委員会（大阪市）

ど、平和のためにたくさんの

399

計

と撤退させました。私が先日

26

合

店舗商品試食会＆交流会
５月15日 ながお地域活動委員会
（枚方市）

人が行動している事実があ

69

る、 勇 気 を 持 っ て 行 動 し よ

5

見たのは工事途中の道路やナ

その他のとりくみ

津波・高潮ステーション見学
４月26日 すぎ地域活動委員会（枚方市）

イル川を渡る橋など。すべて

30

う。戦争は祈っているだけで

2

エム・シーシー食品
５月15日 中宮・中宮北パル委員会
（枚方市）

中途で投げ出していたので

試食会

奥本製粉見学
４月26日 清水パル委員会（大阪市）

は終わらない、なぜ戦争が始

85

まって拡大するのか事実を知

5

す。『 区 切 り 』 な ど つ い て い

内部学習会

岩船パル委員会（交野市）

ないし、現地の人々は引続く

41

り自分たちも考えることが大

3

マルツネ
５月14日

切です。忘れさせたい政府の

平和のとりくみ

阿倍野防災センター
４月24日 太秦パル委員会（寝屋川市）

支援を必要としていました。

62

これが事実です」と話されま

4

した。

取引先を講師に学習会

７年前に訪れたアフガニス

112

（６月16日）

京橋事務所
（本部） 参加109名
（組合員活動委員）

タンでは、戦争で使われた劣

7

ぱるむ連続講座
５月12日 さだ地域活動委員会（枚方市）

推進学習会

「戦争はアカン！核兵器もアカン！」
化ウラン弾の残骸により人々

産地工場見学

戦跡遺跡見学
４月24日 交北パル委員会（枚方市）

2017年度
第１回

27

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 ８月25日（金）10：30～12：00
申込締切８月18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

※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

