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ピースフェスタ2017
昨年に引き続き、ピースフ

ェスタが８月 日に開催され

今年のテーマは

「世代をこえて楽しもう」

そのテーマ通り子どもから

て何を大切にしているかとい

がある中で、生協が何を考え

今回はそんな生産現場の状況

っている現状を知りました。

ていくことが非常に難しくな

の米政策のもとで生産を続け

スクを抱えながら、今の日本

異常気象や天候不良などでリ

っているのかを学びました。

について、生産現場はどうな

であるお米

たちの主食

で、わたし

進学習会

前回の推

交流に行かれた組合員さんの

ターも上映され、実際に産直

川農協の産地からのビデオレ

てほしいと、肥後農産と紀ノ

ん。実際の生産者の声をきい

つながっています」と鶴田さ

畜産物に対する理解の向上に

の意欲の向上や、組合員の農

ら生まれ、産直交流は生産者

員に届けたいというところか

産で安全な野菜や果物を組合

えてきました。産直事業も国

商品がほしいという声にこた

代時代で組合員が安心できる

たちで商品を開発し、その時

最後に、どのようにすれば

感想の紹介もありました。

私たち組合員が商品案内の中

←「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。
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（９月７日）

う商品政策について学び、そ

が何を大切にするべきか、生

で買う力を発揮できるかとい

のうえで消費者である私たち

協で買うことや活動する意味

うお話の中では「商品案内の

考にしていただければ。生協

マーク（ハート栽培・遺伝子

で買うことは社会のしくみを

は何かを考えるきっかけにな

「オイルショック、狂乱物

ればと、おおさかパルコープ

価、有害食品の氾濫といった

よくすることになるというこ

組換不使用資料・サンゴ再生

情 勢 の 中、
『安全でよりよい

とがわかります。生協の商品

商品検査室の鶴田孝一郎さん

商品をより安く』という消費

を買う力によって、生産者の

もずく基金対象品など）を参

者の願いをもとに生協がつく

みなさんと一緒になって国産

を講師に学習しました。

られました。食品添加物の規

力を維持・継続できるとりく

※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。

制緩和に対してのＺリスト運

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

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。

みに大きく寄与しているとい

◦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

動や、食品衛生法の改正・運

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

うことを感じていただければ

※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

用強化に関する請願署名な

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

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☆

と思います」とお話しいただ

（例）

推進学習会

～商品案内から考えてみよう～
京橋事務所
（本部） 参加116名
（組合員活動委員）

ど、食の安全をまもるための

◦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

「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☆

生協で買う意味って？

きました。

秋のおすすめ試食会
９月20日 庭窪・梶パル委員会（守口市）

2017年度
第４回

とりくみを推進。また、自分

秋のおすすめ商品試食会
９月20日 交野東地域活動委員会
（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。

写真もご一緒に

ました。小学生の男の子によ

秋のおすすめ試食会
９月20日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

クラブコスメチックス
９月11日 交野西地域活動委員会
（交野市）

募 集！!

高齢者まで地域をこえて平和

イサミ吉備高原牧場見学
９月20日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

秋のおすすめ商品試食会
９月９日 大東西地域活動委員会
（大東市）

ナリス化粧品
９月12日 交野北地域活動委員会
（交野市）
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秋のおすすめ商品試食会
９月19日 旭地域活動委員会（大阪市）

ナリス化粧品見学
９月８日 高野地域活動委員会（枚方市）

ナリス化粧品
８月31日 阪南・播磨パル委員会
（大阪市）

る平和の絵本読み聞かせから

ナリス化粧品
９月８日 住吉地域活動委員会（大阪市）

の大切さを考えるまたとない

布で作るつまみ手芸＆秋のおすすめ試食会
９月19日 加賀屋東パル委員会（大阪市）

始まり、平和の曲を奏でるコ

co-op商品を使ってクッキング
９月７日 榎本パル委員会（大阪市）

機会となりました。

ニチレイフーズ
９月19日 北・木屋・石津香里パル委員会
（寝屋川市）

参加113名
（うち子ども41名）

カリナのミニコンサート、大

秋のおすすめ商品試食会
９月16日 鶴見南地域活動委員会
（大阪市）

ナリス化粧品見学
９月７日 四條畷南地域活動委員会
（四條畷市）

人も子どもも夢中になったけ

秋のおすすめ商品試食会
９月15日 天王寺地域活動委員会
（大阪市）

ナリス化粧品
９月７日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

パンを作ろう
９月11日 木田パル委員会（寝屋川市）

（寝屋川東・南・北
合同地域活動委員会）

秋のおすすめ商品試食会
９月15日 都島北地域活動委員会
（大阪市）

ナリス化粧品
９月７日 守口西部・中南部地域活動
委員会（守口市）

豆紀見学
８月30日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

ん玉大会、そして参加者全員

ナリス化粧品
８月30日 寝屋川北全パル委員会
（寝屋川市）

での平和の歌で締めくくられ

ナリス化粧品
８月29日 平野地域活動委員会（大阪市）

ました。

東都島店夏祭り
８月26日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

スタンプラリーでめぐる戦

ピースフェスタ 2017
８月26日 寝屋川東・南・北合同地域活動
委員会（寝屋川市）

時中の体験。地雷のレプリカ

イサミ吉備高原牧場見学
８月23日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）

に 当 時 の お 弁 当。「 は っ た い

親子クッキング
８月22日 大東東地域活動委員会
（大東市）

粉 っ て な に ？ 」「 す い と ん 初

平和のミニまつり
８月21日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）

ナリス化粧品
９月６日 城東南地域活動委員会
（大阪市）

めて食べた」など子ども達も

子ども平和まつり
８月21日 中央地域活動委員会（大阪市）

興味津々でした。親子でもん

津波・高潮ステーション見学
９月14日 守口北部地域活動委員会
（守口市）

ナリス化粧品
９月５日 点野パル委員会（寝屋川市）

ぺを試着して写真撮影なんて

秋のおすすめ商品試食会
９月14日 交野南地域活動委員会
（交野市）

いう一幕も。スタンプラリー

ナリス化粧品
９月４日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）

菅原パル委員会（枚方市）

に参加してくださった方は皆

215
1,021

川口水産
９月14日

広島平和公園に咲く平和のバ

7
42

おしゃべりお茶会
９月３日 深江・今里パル委員会
（大阪市）

ラをかたどったカードに未来

193

へつなげるメッセージを書い

11

川口水産見学
９月13日 鶴見北全パル委員会（大阪市）

てくださいました。

計

235

参加者の中か

合

3

秋のおすすめでパルカフェ
９月12日 南港地域活動委員会（大阪市）

親子調理講習会
９月２日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）

らも「平和を考

その他のとりくみ

273

える催しは

試食会

15

何度もやっ

平和のとりくみ

105

寝屋川東・南・北合同地域活動委員会（寝屋川市） 寝屋川組合員会館

てほしい」

取引先を講師に学習会

6

雪印メグミルク
９月12日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

見をたくさ

産地工場見学

ナリス化粧品
８月31日 枚方香里地域活動委員会
（枚方市）

んいただき

委員会数 参加人数

ました。

とりくみ内容別

８月26日

というご意

９月度の委員会の主なとりくみ（８/21～９/20）

講師の鶴田さん

ご協力ありがとうございます
32,706筆（10月10日現在）

6

