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体験企画もあります

度

2018年

メンバー募集！

主催：子育てサポート
ステーション

（２月20日）

されていた増税が

％に引き上げると

う か。
〝これまで一般財源で確保し

も社会保障が改善されないのでしょ

では、どうして消費税を増税して

消費税が５％か
同じように繰り返されている実態を

るかと思います」と横山さん。

正しく掴んで理解しておく必要があ

10

ら８％に増税さ

講師の横山さん

れ、去年４月に

ていた部分を消費税に置き換えただ

10

月に先送りされまし

た。消費税の増税は、社会保障の財

け〟
〝 社 会 保 障 で な く 赤 字 国 債（ 国

２０１９年

源なのに大丈夫なのかとテレビ（マ

の借金返済）に使う〟など何度も繰

り返されているということが社会保

スコミ）でも取り上げられました。

増税の理由は、本当にそうなのか、

障の充実（改善）につながらない理

う考えるかだけでなく、国の予算の

そして社会保障の考え方について、

「税は、私たちの生活に直結する

使い方をどう変えていくのか、国の

由だといいます。

テーマですが、日本は税についての

歳入をどう増やしていくのかを考え

とし かず

関心が薄く、国の予算の中身をなか

るのが基本です。日本の歪んだ歳入

佛教大学 社会福祉学部の横山壽一

な か 知 る こ と が で き ま せ ん。 予 算

・歳出を正し、格差を是正すれば、

最後に「社会保障の財源確保をど

は、増えるものもあれば、減るもの

財源の確保は可能なのです。生活を

教授をお招きし、学習しました。

もあり、特に社会保障費と防衛費に

安定させることを最優先に予算を使

京橋事務所
（本部）
参加81名
（組合員活動委員）

ついては、そのような関係にあると

うことが、経済も財政も将来的に立
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ご協力ありがとうございます
35,705筆（２月13日現在）

いうことを知っておくべきです。少

←「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。

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。

て直していく一番確かな道だと思い

※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。

HPの専用フォームからの応募

子化・高齢化が進み、社会保障の必

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

※商品のリクエストコーナーではありません

ます」と締めていただきました。

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

要度が高まっている中、社会保障は

①住所
②お名前
③組合員コード

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

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☆

参加者からは「話を聞けば聞くほ

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

（例）

全体としてずっ と抑制されていま

◦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

写真もご一緒に

ど悲しく、
政府は大企業にやさしく、

募 集！!

「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☆

す。一方、防衛費は、６年連続で膨

年８枚のおたよりカードは、おうちの人と食べ物に関することを観察したり調べた
り、楽しそうな家での料理の様子や、野菜をベランダで育てた様子を描いてくれたこ
ともありました。
“チャレンジクッキング”は、年間３回開催。おうちの人に見てもらいながら子ど
もたちが２人分の料理を作り、おうちの人と一緒にいただきます。パルのお店で材料
のお買い物をしたり、10月にはミニオムライス弁当を作って、ピクニック気分で食べ
ました。野菜が苦手な子が多いので、あえてかぼちゃサラダや小松菜など野菜料理を多くしましたが、やはり自分
で作ったものはおいしいようで、みんなパクパク食べてました。
夏休みには兵庫県楽農生活センターに行って、
野菜畑の見学と収穫をして来ました。
暑
い日でしたが、
真剣な顔でじっくりと品定めをしておいしそうなナスとピーマンを収穫。
その日のみんなの食卓は、ナスとピーマン料理が並んでおいしく食べてくれたようです。
本の中で学ぶだけではなく子どもたち自身が体験することが、より強い興味関心を持
つきっかけになり、できたという自信がもっとやってみようという意欲につながると、
子どもたちを見ていつも感じています。

弱者に厳しくなっ ていると思いま

コーナー

らみ過去最高の予算となっ ていま

環境 組合員活動 の

す」「税の事は、あたまから難しいと

食

す。介護保険については、いつでも

くらし
平和

思い込み、敬遠しがちですが、社会

たべる＊たいせつキッズクラブ25名のメンバーが、家族やサポーターと一緒に楽しく
おいしく過ごしてきた１年間の様子を紹介します。

だれでも使える状況ではなく、医療

2017年度に登録していた方は継続登録制度があります。

いつでも入会OK
※途中退会の返金はありません。
※お預かりした個人情報は「たべる＊たいせつキッズクラブ」の運営
や関連企画などの案内にのみ使用します。

保障は自分の生活
（特に将来）
に深く

※兄弟姉妹で申し込む場合
は、２人目から1500円

や保育についても、私たちが望むか

2,000円

９ページ下の組合員サービスセンターへお電話ください。
〈キッズクラブの１次締め切り〉４月14日（土）

かかわってくるものなので、政策に

年 会 費

「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先

たちで整備が進んでいないのが現状

おおむね５歳から小学生の
お子さん

だまされないようにしないとと思い

＜サポーターさんへの説明会＞
５月21日（月）10：00〜12：00 パルコープ京橋事務所（本部）

で す。 消 費 税 を 引 き 上 げ る と き だ

「おたよりカード」に返事を書いたり、食育体験を企画します

※教材写真はイメージ

参加対象

サポーターになりませんか！
（ボランティア）

～消費税増税は、社会保障のためってホント？～

ました」などの感想がありました。

募集

がんばった子には
ごほうびもあるよ！！

推進学習会

税と社会保障について考えてみよう
け、社会保障のためにという議論が

２冊セットのテキストブックを
春夏秋冬の年４回お届けします。

“食べるの大好き！”“食べるの楽しい！”おうちに届くワーク
ブックを見ながら新たな発見をしたり、みんなでお料理したり、ワ
クワクドキドキがいっぱいです！
！

2017年度
第７回

２月度の委員会の主なとりくみ（１/21～２/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

4

56

取引先を講師に学習会

4

80

内部学習会

2

26

試食会

2

25

その他のとりくみ

6

102

18

289

合

計

※上 記以外に枚方市まちづくり連絡会が「食
育カーニバル」
（２月10日）に参加しました。

粉浜店見学
１月22日 南港地域活動委員会
（大阪市）
阪急デイリカアイの商品試食
１月24日 鶴見北地域活動委員会
（大阪市）

お抹茶でほっこりしましょう
１月27日 大東西地域活動委員会
（大東市）
イートアンド見学
１月30日 宗谷地域活動委員会
（枚方市）
からだの内側と外側からキレイに
なろう
２月５日 中央・池田・成美
パル委員会（寝屋川市）
COOP商品を使って楽しくクッキング
しよう
２月８日 榎本パル委員会（大阪市）
東洋ライス
２月９日 中央地域活動委員会
（大阪市）
おしゃべり喫茶
２月９日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）
ハグルマ見学
２月13日 寺方南・三郷パル委員会
（守口市）
羊毛フェルトでアクセサリー作ろう！
２月13日 旭地域活動委員会（大阪市）

タカキベーカリー
２月14日 城東北地域活動委員会
（大阪市）
ナリス化粧品見学
２月15日 国松・太秦パル委員会
（寝屋川市）
ダイマツ
２月15日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）
粉浜店見学
２月16日 墨江パル委員会（大阪市）
商品試食会
２月16日 高野地域活動委員会
（枚方市）
お雛様作りと生協の和菓子
２月16日 みなみ地域活動委員会
（枚方市）
近江農産組合見学
２月20日 四條畷東域活動委員会
（四條畷市）
クラブコスメチックス・ナリス化粧品
・サンスター
２月20日 西地域活動委員会（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。
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