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７月度の委員会の主なとりくみ（６/21～７/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

402

6

106

平和のとりくみ

4

27

内部学習会

3

57

6

117

36

709

その他のとりくみ
合

計

※上 記以外に住之江 ・ 南港地域活動委員会が
「スミノエコロジー」（７月９日） に参加し
ました。

電力小売り自由化について
６月21日 寝屋川合同地域活動委員会
（寝屋川市）
シーサット
６月23日 都島北地域活動委員会
（大阪市）
ハグルマ見学
６月23日 高殿南パル委員会（大阪市）
なかむら農園見学
６月24日 守口東・大久保パル委員会
（守口市）

滋賀県平和祈念館
６月29日 まきの地域活動委員会
（枚方市）
物流センター・商品検査室
６月29日 三箇パル委員会（大東市）
立命館大学国際平和ミュージアム
６月30日 墨江パル委員会（大阪市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月１日 榎本パル委員会（大阪市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月１日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）
平和の笹飾り
７月１日 くずは地域活動委員会
（枚方市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月２日 枚方香里地域活動委員会
（枚方市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月２日 常盤パル委員会（大阪市）
ハグルマ見学
７月３日 ながお地域活動委員会
（枚方市）
物流センター・商品検査室
７月４日 住之江全パル委員会（大阪市）

節句の食べ物って？七夕では
６月24日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月５日 中央地域活動委員会（大阪市）

化粧品学習会（クラブコスメチックス・
ナリス化粧品・伸栄商事）
６月27日 港地域活動委員会（大阪市）

紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月５日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）

美吉野農園見学
６月27日 寝屋川中央・成美・池田パル
委員会（寝屋川市）

イサミ牛肉学習会
７月６日 東住吉北地域活動委員会
（大阪市）

ピースライブ in ひらかた
７月６日 枚方合同地域活動委員会
（枚方市）
コープ商品を使ってクッキング
７月６日 榎本パル委員会（大阪市）
おしゃべりカフェおりおの
７月６日 遠里小野パル委員会（大阪市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月７日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月７日 星ヶ丘地域活動委員会
（枚方市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月８日 大東東・大東中地域活動委員会
（大東市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月８日 大東西地域活動委員会
（大東市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月９日 寝屋川北地域活動委員会
（寝屋川市）
ニチレイフーズ
７月10日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
スクロール
７月10日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

「テロ等準備罪」って？

組合員企画委員が国会での
場面を再現した「コッカイ
オンドク」

講師の小谷さん
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南国の楽園タヒチのダンスを楽しく踊り
ましょう
７月11日 横堤パル委員会（大阪市）

パルコープ・よどがわ生協共催「くらしの公開講座」

平和の映画会「この世界の片隅に」を開催しました
参加305名

パネル」も掲示し、

映画上映後には多く

の方が足を止めて見

入っていました。核

兵器の恐ろしさを改

7

めて考えてもらう機

←「ヒバクシャ国際署名」はパルコープホームページの専用フォームからもできます。

会となりました。

原爆写真に添えられたメッセージを読む
参加者

会 場 で は、
「ヒバ

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。

クシャ国際署名」コーナー

HPの専用フォーム
からの応募

松下IMPホール

７月末から「ヒバクシャ

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

※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。

も。その場で記入いただい

をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

「ヒバクシャ
国際署名」に
署名する姿も

国際署名」に取り組むにあ

③組合員コード

たり、署名用紙を持ち帰っ

②お名前

たり開催した平和の映画会

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

①住所

た組合員さんもいました。

※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

に、家族連れなどの組合員

（雑貨でもOK）

会が持てて良かった。
（80歳代の男性）当時、広島の呉にいたこともありました。
◦
今日は夫婦で参加させてもらいましたが、原爆写真を見な
がら「絶対こんなことはいかん」と改めて思いました。

７月15日

さんに参加いただきまし

◦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

（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

（小学生の男の子）映画を見て、平和の大切さを感じること
◦
ができました。
（10歳代の女性）当時の事は知らないことの方が多いので、
◦
観ても わかる かなと 思った けれど、 映画と いうこ とで、
「戦争が事実だ」とすんなり感じることもできてこんな機

ホール入口に「原爆写真

「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☆

た。

参加者の感想

写真もご一緒に

（７月４日）

京橋事務所
（本部） 参加101名
（組合員活動委員）

パルカフェ
７月11日 南港地域活動委員会（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。

募 集！!

推進学習会

～ほんまにいるん？～

ただけなのに、逮捕されて
しまうという危険性もあり
ます」と小谷さん。共謀罪
の対象となる犯罪は２７７
もあり、その中にはビジネ
スに関係するものや著作権
法など、わたしたちに身近
なものも数多くあるといい
ます。計画をたてていると
いう疑いをかけられないよ
うに、わたしたち市民は委
縮してしまい、さらに進む
とお互いを監視するような
社会になりかねないとのお
話でした。
最後に「共謀罪は成立し
てしまいましたが、世の中
が終わったわけではない。
いろんなところでわたした
ち個人ができることから努
力し、反対の声をあげ続け
ることが大切です」と提起
していただきました。
参加者からは「準備行為
は『犯罪目的という内心さ
えあればＯＫ』
。 内心はど
うやって見極めるの？警察
ににらまれたら〝蛇ににら
まれた蛙〟で人間のする事
は必ずしも１００％正しく
はないし冤罪が多くなるで
あろう事が心配です」
「政
治に関心を持って過ごすと
いうことが大切」などの感
想がありました。

ぱるむ連続講座
６月21日 さだ地域活動委員会（枚方市）

巽製粉見学
６月29日 すぎ合同パル委員会（枚方市）

紀ノ川農協（とうもろこし収穫体験）
７月６日 四條畷南地域活動委員会
（四條畷市）

今年６月
に強行採決
された通称
「テロ等準
備 罪 」「 共
謀罪」を新設する改正組織
的犯罪処罰法が７月 日か
ら 施 行 さ れ ま し た。 国 会
で、政府は〝組織的な犯罪
集団を対象としているた
め、一般の人には関係がな
い〟と言っていましたが、
日常生活の中でわたしたち
への影響は本当にないので
しょうか。弁護士の小谷成
美さんを講師に迎え、みん
なで学習しました。
まず、昔ばなしの『桃太
郎』を例に説明していただ
き ま し た。「 こ れ ま で は、
警察の捜査は、鬼が殺され
て死体がある状態から始め
られるのが通常でした。共
謀罪が成立し、これからは
きびだんごで仲間を集めた
ところで鬼を殺す計画があ
ると疑われ、捜査の対象と
なってし
ま い ま
す。実際
は猿と仲
良くなり
たいから
きびだん
ごをあげ

取引先を講師に学習会
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美吉野農園
６月29日 天の川地域活動委員会
（枚方市）

ご協力ありがとうございます
29,206筆（８月15日現在）
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