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12月度の委員会の主なとりくみ（11/21～12/20）
委員会数 参加人数
5

76

取引先を講師に学習会

3

42

平和のとりくみ

1

10

試食会

27

1,359

その他のとりくみ

11

212

47

1,699

合

計

ボールのオーナメントを作ろう
12月６日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

迎春試食会
11月24日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）

えとのクラフト（犬）
12月６日 長宝寺パル委員会（交野市）

Xマス＆迎春試食会
12月７日 ながお地域活動委員会
（枚方市）

迎春試食会
11月24日 まきの地域活動委員会
（枚方市）

店舗クリスマス試食会
12月７日 星ヶ丘地域活動委員会
（枚方市）

お正月は生協商品で！！
11月24日 浪速地域活動委員会（大阪市）

COOP商品を使って楽しくクッキング
しよう！
12月７日 鶴見南地域活動委員会
（大阪市）

枚方みなみ地域活動委員会
（枚方市）

おしゃべりお茶会～迎春商品お先に味見
11月25日 東成地域活動委員会（大阪市）

お正月の準備に！試食会
11月22日 宗谷地域活動委員会（枚方市）

なかむら農園
11月23日 山田・中宮パル委員会
（枚方市）
迎春商品おためし会
11月23日 守口西部地域活動委員会
（守口市）
迎春試食会＆干支の貼り絵
11月23日 東住吉南地域活動委員会
（大阪市）

12月８日は何の日
12月10日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

川口水産見学
11月28日 深野パル委員会（大東市）

迎春試食会
11月30日 四條畷北地域活動委員会
（四條畷市）

迎春商品学習会
11月22日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

パーティー料理講習会
12月９日 守口中南部・西部地域活動
委員会（守口市）

生協商品と市販商品の食べ比べと
手作り品作り
11月27日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）

店舗クリスマスケーキ試食会
11月28日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

迎春フェア
11月22日 此花地域活動委員会（大阪市）

おもてなし料理
12月８日 岩船パル委員会（交野市）

美吉野農園見学
11月26日 南住吉パル委員会（大阪市）

迎春のおすすめ
11月22日 交野東地域活動委員会
（交野市）

生協商品を使ってクリスマスクッキング
12月11日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
ごみ分別学習会＆クリスマスケーキ試食
12月13日 鶴見北地域活動委員会
（大阪市）
クリスマスケーキデコレーション試作・
試食会
12月13日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）

ちくわを使った節約料理と冷めても
おいしいお米
11月30日 高野地域活動委員会（枚方市）

日本の節句 お正月
12月16日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

エム・シーシー食品
12月４日 伝法パル委員会（大阪市）
お料理講習会
12月５日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

学校給食を作って食べませんか
12月16日 寝屋川まちづくり連絡会
（寝屋川市）

スクラップブッキング
12月５日 旭地域活動委員会（大阪市）

商品の試食と食べ比べ
12月18日 木田パル委員会（寝屋川市）

パーティー料理講習会
12月６日 守口中南部・西部地域活動
委員会（守口市）

アイシングクッキーを作ろう
12月19日 中宮北・高陵・磯島パル委員会
（枚方市）

※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！!
写真もご一緒に

◦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☆
（例）

■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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ボランティアチームのみなさん

ご応募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☆

声の商品案内CD

厚生労働大臣表彰
「ボランティア功労者」を受賞しました
2017年12月14日、大阪府庁にて行われた「ボランティア
功労者に対する厚生労働大臣表彰」伝達式にて、パルコー
プボランティアチームが表彰されました。
この表彰は、多年にわたるボランティア活動の実践を通
じて共に支えあう地域社会づくりに貢献し、その功績が特
に顕著である
と認められる
団体・個人な
どに贈られる
ものです。

浜田大阪府副知事より表彰状を受け
取る、ボランティアチームの出原さ
んと許斐さん

となり「声の商品案内」は
引き継がれました。
その後、視覚に障がいの
ある組合員さんが総代さん
になり資料の点訳が必要だ
ということで、点訳講習会
を開き点訳できるメンバー
を揃え、現在のボランティ
アチームの形ができて今年
でちょ うど 年になりま
す。

ちきりや
11月22日

店舗クリスマス試食会
12月８日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

毎週の商品カタログを
音訳する
「声の商品案内」

若草食品見学
11月22日 清水パル委員会（大阪市）

不二製油見学
12月８日 生野地域活動委員会（大阪市）

「声の商品案内」はカセ
ットテープからＣＤにな
り、今では人の声から自動
音声へと移行し始めていて
現在、食品のみ自動音声で
発行しています。
ま た、「 届 い た 商 品 の 明
細を点字で発行して欲し
い」と利用者さんの一言か
ら「点字明細書」の発行が

見て・味わって・ふれあおう・コープ商品
11月25日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）

迎春試食会と干支の額作り
11月21日 つだ地域活動委員会（枚方市）

ボランティアチーム

おしゃべりCAFÉ
12月６日 長居パル委員会（大阪市）

食べましょう！おせち料理
11月24日 交野南地域活動委員会
（交野市）

迎春試食会
11月24日 南港地域活動委員会（大阪市）

迎春試食会
11月21日 さだ地域活動委員会（枚方市）

視覚に障がいのある組合員さんと共に 活動を続けてきて

１９８３年、当時おおさ
か パ ル コ ー プ で は な く、
〝 し ろ き た 市 民 生 協 〟〝 か
わ ち 市 民 生 協 〟〝 み な み 市
民生協〟と呼ばれていた時
代に〝しろきた市民生協〟
エリアの方から「生協を利
用したいけど視覚に障がい
があるので利用できませ
ん。利用できる方法を考え
てほしい」という声が上が
り「声の商品案内」がスタ
ートしました。
１９９１年に３生協が合
併し、おおさかパルコープ

産地工場見学

有田コープファーム見学
11月24日 ながお店舗パル委員会
（枚方市）

スタートし、数年前からは
おおさかパルコープのボランティアチームは、視覚に障が
点字版だけでなく「メール
いのある組合員さんへのサポートと、交流を深める活動をさ
明細書」の発行も始めまし
れています。メンバーの出原さんにお話をうかがいました。
た。 す べ て 利 用 者 さ ん の
「声」から始まっています。
いつも利用者さんと一緒
に楽しみ、利用者さんの声
を聞き、共に歩んで来まし
た。そして何より、ここま
で発展しながら続けてこら
れたのはパルコープがその
必要性を認識し、協力があ
ってのことだと感謝してい
ます。

とりくみ内容別

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

20

商品フェアなどの企画も
「声」から実現
これまで、みかん狩りやブロッコリーの収穫
体験にも行きました。七夕コンサート、津軽三
味線、朗読劇など。
「声で聞くだけではどんな商品なのか分から
ないのがある」という声で『商品フェア』も開
催し、昨年９回を終え、そろそろ10回目の企画
を考えなくてはと思っています。

※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
35,436筆（１月16日現在）

★チームメンバー（後継者）募集
点訳や音訳の資格は要りません。商品案内CDも明細書の点字版、
メール版も主にパソコンでの操作です。ほんのちょっとの基本とパソ
コン操作を覚えていただければ大丈夫です。これからも長く続けてい
くために一緒に活動しませんか？
ご興味のある方は組合員活動部（☎06－6242－0904）まで

第９回商品フェアのようす
（2016年10月29日）
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