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第５回

11月度の委員会の主なとりくみ（10/21～11/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

14

221

5

108

平和のとりくみ

3

46

内部学習会

1

18

34

299

10

158

67

850

試食会
その他のとりくみ
合

計

※上 記以外に守口まちづくり連絡会が「守口
市民まつり」（11月５日）に参加しました。

～今 私たちにできること～

パル鶴見福祉センター

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

①住所
②お名前
③組合員コード

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

※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。

←「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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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☆

鶴見南地域活動委員会の
ゲームは子どもたちに人気▼

「サロンえのもと」では
カレーライス▼

※商品のリクエストコーナーではありません
HPの専用フォームからの応募

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。

ご協力ありがとうございます
34,565筆（12月５日現在）

ヘルスコープおおさかの
健康チェックコーナー▼
この取り組みは、CO・OP共済
「地域ささえあい助成」の協賛を
受けています。

パル鶴見福祉センター
運営委員会主催で、５周

（例）

◀大阪市立今津中学校
吹奏楽部

年祭を開催しました。
子どもに人気のピエロ
が活躍するミニミニサー

榎本13町会
会長 渡邊さん

参加のべ420名

地域福祉
拠点のとりくみ
カス。間近で大迫力の津
軽三味線。フィナーレの

11月19日

▶チムチムサービス
「ミニミニ
サーカス」


◦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

５周年祭が開催されました

◀津軽三味線
「来世楽
（らせら）
」

写真もご一緒に

岩本さん
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地元中学校の吹奏楽部の
演奏時には、演奏者含め
て約２００名の人達であ
ふれかえる盛況ぶり
でした。
施設を多くの人に
知っていただくチャ
ンスとなり、楽しい
時間を過ごすことが
できました。

募 集！!

（11月７日）

京橋事務所
（本部） 参加92名
（組合員活動委員）

日朝さん

※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。

「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☆

推進学習会

「異常気象と地球温暖化」

月に大型の台風が日本列島
を横断し、近畿でも大きな
被害がありました。
後半は、災害に関して国
が実際に行っている情報提
供や対策について学びまし
た。防災から減災に考え方
を変え、精度の高いシミュ
レーションに基づき、対応
を考えられています。災害
に備えてできることを日朝
さ ん に お 聞 き し ま し た。
「近年の雨の降り方を学ぶ
ことはものすごく大切。早
い段階での避難計画をたて
ておき、事前に準備してお
けば命は助かります。どう
すれば命を守れるのかを、
地域や家族で話をすること
です。特に災害弱者と言わ
れる高齢者などは、雨が強
くなる前の避難行動を心が
けてください」
。
参加者からは「自然現象
の前では人は無力ですが、
無力とあきらめず異常気象
に少しでもならない生活を
考えないと」
「事前に情報
を知って災害弱者にならな
いよう、日頃から知識を得
ておくことが大切だと思い
ました」などの感想があり
ました。

美吉野農園見学
10月23日 守口中南部・守口西部パル委員会
（守口市）
介護食試食会
10月24日 長宝寺パル委員会（交野市）
立命館大学国際平和ミュージアム
10月24日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）
迎春試食会
10月26日 住之江地域活動委員会（大阪市）
滋賀県平和祈念館
10月26日 ながお地域活動委員会（枚方市）
JAいなば交流会
10月28日 都島南地域活動委員会（大阪市）
商品フェアー
10月31日 枚方中央・やまだ・枚方香里地域
活動委員会（枚方市）
人と防災未来センター見学
10月31日 城東北地域活動委員会（大阪市）
アズマ工業
11月１日 西地域活動委員会（大阪市）
天生水産
11月１日 私部東パル委員会（交野市）
迎春おすすめ試食会
11月１日 守口中南部地域活動委員会
（守口市）
迎春商品試食と学習会
11月１日 天満南パル委員会（大阪市）
リユースバザー
11月２日 四條畷南・四條畷北地域活動委員会
（四條畷市）
有田コープファーム見学
11月３日 千林・新森パル委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
11月４日 榎本パル委員会（大阪市）
豆紀見学
11月４日 門真合同地域活動委員会（門真市）

有田コープファーム見学
11月14日 寝屋川中央・成美・池田パル委員会
（寝屋川市）
迎春試食会
11月14日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春試食会
11月14日 東住吉北地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会（４種の食べ比べ）
11月14日 大東東地域活動委員会（大東市）
迎春料理学習＆試食会
11月14日 高津パル委員会（大阪市）
手軽に気軽にお正月
11月15日 交野西地域活動委員会（交野市）
迎春料理学習＆試食会
11月15日 夕陽丘パル委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
11月16日 住之江地域活動委員会（大阪市）
生協のおせちのこだわり
11月16日 住吉地域活動委員会（大阪市）
商品フェアー
11月16日 寝屋川西香里地域活動委員会
（寝屋川市）
楽しいお正月をむかえましょう
11月16日 深野・三箇パル委員会（大東市）
迎春料理学習＆試食会
11月16日 四天王寺パル委員会（大阪市）
迎春試食会
11月16日 守口東部地域活動委員会（守口市）
迎春試食会
11月17日 天の川地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月17日 都島北地域活動委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月17日 阿倍野地域活動委員会（大阪市）
人と防災未来センター見学
11月17日 寝屋川東香里地域活動委員会
（寝屋川市）
捨てるから始めない片づけ術
11月17日 都島南地域活動委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月18日 鶴見南地域活動委員会（大阪市）
迎春おすすめ試食会
11月18日 福島地域活動委員会（大阪市）
パル鶴見福祉センター５周年祭
11月19日 鶴見北・鶴見南域活動委員会
（大阪市）
アズマ工業
11月20日 寝屋川南・寝屋川中央地域活動
委員会（寝屋川市）
迎春商品試食・学習会
11月20日 寝屋川東香里地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春試食会
11月20日 平野地域活動委員会（大阪市）

今、地球
規模で起こ
っている異
常気象。ニ
ュースで目
にすること
が増えてき
ました。今
回は異常気
象のメカニ
ズムと、地
球温暖化との関連について
学び、その異常気象が私た
ちの生活にもたらす影響に
ついて知り、私たちができ
ることを考えていけたら
と、日本科学者会議大阪代
表幹事の岩本智之さんと、
防災まちづくり研究会・国
土交通労働組合の日朝洋明
さんのお二人をお招きし、
学習しました。
「地球は温暖化していま
す。 地 球 の 温 度 が 上 が る
と、海水の温度も上がるの
で蒸発量が多くなります。
それにより大気中に含まれ
ている水蒸気の量が多くな
るので、全体として降水量
が増えます」と岩本さん。
ここ最近、集中豪雨の頻度
が増している原因となって
いるといいます。私たちの
身近なところでは、今年

取引先を講師に学習会

摂津製油見学
11月６日 春日出パル委員会（大阪市）
サラダコスモ見学
11月６日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月６日 生野地域活動委員会（大阪市）
迎春商品試食と学習会
11月６日 中津パル委員会（大阪市）
迎春の試食会
11月６日 交野北地域活動委員会（交野市）
まちかど戦跡より平和を考える
11月６日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春のつどい
11月７日 鯰江パル委員会（大阪市）
巽製粉見学
11月８日 まきの地域活動委員会（枚方市）
有田コープファーム見学
11月８日 門真合同地域活動委員会（門真市）
アズマ工業
11月８日 鶴見北地域活動委員会（大阪市）
アタリヤ農園
11月８日 桜丘・星ヶ丘店舗パル委員会
（枚方市）
迎春おすすめ試食会
11月８日 都島南地域活動委員会（大阪市）
おせちの盛りつけ体験と試食会
11月８日 中央地域活動委員会（大阪市）
迎春商品学習試食会
11月８日 城東南地域活動委員会（大阪市）
イートアンド見学
11月９日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
川口水産見学
11月９日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
迎春商品試食会～生協商品でお正月を迎えよう
11月９日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
迎春商品試食と学習会
11月９日 大淀パル委員会（大阪市）
パーソナルカラー学習会
11月９日 田口山パル委員会（枚方市）
COOP商品を使って楽しくクッキングしましょう
11月９日 榎本パル委員会（大阪市）
小川珈琲見学
11月10日 パーク南パル委員会（枚方市）
お正月はおせちとお鍋で
11月10日 南平野地域活動委員会（大阪市）
COOP商品でお正月！
11月10日 港地域活動委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
11月11日 寝屋川北地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春学習会
11月11日 大東西地域活動委員会（大東市）
城東福祉まつり
11月12日 城東北地域活動委員会（大阪市）
カーリンコンを体験しませんか？
11月13日 交北パル委員会（枚方市）

＊パル鶴見福祉センター＊
町内会組織の榎本地域活動
協議会13町会やヘルスコー
プおおさかと協力しなが
ら、地域の福祉拠点として
運営。 そこで開催される
「サロンえのもと」は水・
木曜日にオープンする誰で
も気軽に立ち寄れる喫茶ス
ペースで、地域拠点のひと
つです
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