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３月度の委員会の主なとりくみ（２/21～３/20）

（３月７日）

エネルギー
るんです」と大島さん。原子力依存

が、実際は、今ある原発を全部稼働

度を引き下げるという話もあります

活に欠かせない

しよういう計画で、２０３０年に原

％とし、それは新増
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は、私たちの生

ものです。国が
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ることもお話の中で分かりました。

発比率を

ギー政策に目を向け、私たちが本当

原発事故後、エネルギー政策は激

講師の大島さん

推し進めようと

に安心してくらせる政策になってい

変し、原発の位置づけが変わり、電
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基の稼働を意味してい

るのか。次の世代に問題を先送りし

力供給システムや電力会社のあり方

設を含め約

な い た め に、 何 が で き る の か を 龍

など大きく変わりました。長期的な

しているエネル

谷大学の大島堅一教授をお招きし、

視点にたって抜本的な取り組みが必

要になっています。エネルギー政策

学習しました。

国が進めるエネルギー基本計画策

て「意見箱」や「パブリックコメン

の転換期だからこそ、国民の声とし

えて見直しの議論がすすんでいま

ト」を通じて国に働きかけていく必

京橋事務所
（本部）
参加90名
（組合員活動委員）

定は、２０１５年のパリ協定をふま

す。「〝原発〟は、安全で安定したエ

COOP商品を使って楽しくクッキング
しよう
３月８日 榎本パル委員会（大阪市）

要性を学びました。

立命館大学国際平和ミュージアム
３月17日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

ネルギーを供給でき、環境にも影響

物流センター・商品検査室見学
３月８日 住吉地域活動委員会（大阪市）

枚方福祉総合センター見学
３月15日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

参 加 者 か ら は、
「原発はコストが

おかたづけ学習会（ぱるむ）
３月８日 榎並パル委員会（大阪市）

おかたづけ学習会（ぱるむ）
３月15日 平野パル委員会（枚方市）

が少なくコストが安いということか

ナリス化粧品見学
２月27日 枚方香里地域活動委員会
（枚方市）

ナリス化粧品見学
３月７日 城東南地域活動委員会
（大阪市）

パンのアレンジレシピ
３月14日 私部西パル委員会（交野市）

高い～何でも国民に負担させて困

エム・シーシー食品
２月26日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）

ナリス化粧品見学
３月６日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

滋賀県平和祈念館
３月14日 星ヶ丘地域活動委員会
（枚方市）

ら増えてきました。しかし原発事故

全農パールライス
２月22日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）

心も身体もスッキリ改善
３月５日 横堤パル委員会（大阪市）

ちきりや（丸久小山園）見学
３月13日 つだ地域活動委員会（枚方市）

る。原発は万人を不幸にする～本当

近江農産見学
２月22日 三箇パル委員会（大東市）

ぱるむ学習会（墓終い）
３月２日 都島北地域活動委員会
（大阪市）
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世界が原発以外の電力に転換してい

春の和菓子を作ってみませんか
２月21日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）

クラブコスメチックス
３月２日 南港地域活動委員会（大阪市）

の後、事故処理の費用が長期間にな

※上記以外に交野合同地域活動委員会が「環境
フェスタ in 交野 2018」（３月 11 日）に参加
しました。

小川珈琲見学
３月13日 大東東地域活動委員会
（大東市）
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に そ う だ と 思 い ま す。 原 発 は ア カ

512

計

紀ノ川農協（一株トマト定植）
３月12日 生野地域活動委員会（大阪市）

り将来どこまで費用がかかるのかわ
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合

物流センター・商品検査室見学
３月１日 交野北地域活動委員会
（交野市）

ン！いらない！の声を出したいと思

134

からないことが原発コストの最大の
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います」「企業向けには脱原子力の電

その他のとりくみ

特徴となりました。福島原発事故の

107

気が作られている事に驚きました。
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処理費用はおよそ 兆円規模になる

内部学習会

後藤孵卵場見学
３月９日 高野地域活動委員会（枚方市）

といわれ、 ・５兆円では収まりま

35

るのに何故日本が出来ないのかが本

2

せん。２０２０年４月を目途に電気

平和のとりくみ

ひなまつり寿司を作る
２月27日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）

当 に 不 思 議 」「 エ ネ ル ギ ー 基 本 計 画

84

料金を電力会社が自由に価格設定で

3

が、日本のエネルギーの政策になる

取引先を講師に学習会

きるようになるのをいいことに、原

152

～国が進めるエネルギー政策から考えよう～

の で、
『意見箱』 で意見を言っ てい
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お弁当に役立つ冷凍食品
３月８日 守口東・大久保パル委員会
（守口市）

発事故費用の負担も過去の一般負担

産地工場見学

サプリメントと薬について
２月27日 村野パル委員会（枚方市）

きたい」などの感想がありました。

委員会数 参加人数

金として消費者へ求めようとしてい

とりくみ内容別

推進学習会

「どうする！？ 私たちのエネルギー」

※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。

みんなで
歩こう

ピースリレー 2018
～平和のおもいをつなげよう～

募 集！!

５月９日
（水）

写真もご一緒に

沿道のみなさんに平和の大切さをアピールしながら、御堂筋を歩きます。
すこしでもいっしょに歩いてみませんか？途中からの参加や途中抜けもＯＫ！
ミニコンサート

Naoshin
（なおしん）
さん
＊プロフィール＊

２人の異なるキャラが生み出す、一体感のあるハーモニ
ーが魅力のアコースティックデュオ。21世紀の“レノン
＆マッカートニー”をキャッチフレーズに、主にストリ
ートで活動を始める。2007年「第一回にしきたストリー
トミュージシャンコンテスト」 グランプリを皮切りに
CDデビュー。2008年「河島英五音楽賞2008」入賞。

の御堂筋を
を歩き
春の
ましょう
大阪市中央公会堂（中之島）
本町（久太郎町）11：50ごろ通過
心斎橋 12：10ごろ通過
なんば 12：30ごろ通過
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５月２回（4/23～
4/27）配布の別チ
ラシもみてね

10：00
10：10

開場
開演
ミニコンサート
11：15 リレースタート

元町中公園 13：00ごろ解散

←「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。

「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☆

ご協力ありがとうございます
36,127筆（４月17日現在）

◦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
（雑貨でもOK）

※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

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

①住所
②お名前
③組合員コード
をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

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☆
※商品のリクエストコーナーではありません

（例）

◦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。

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。
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