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子どもたちに美しい自然を
パルコープ
の環境保全の
取り組みは子
どもたちの未
来を考えてい

ってほしいし、そうあり続けられる努

もみんなが笑顔でいられる居場所であ

てくれることに感謝します。これから

う言葉のもとで手を差し伸べようとし

理念にそった支援をすすめます」とい

と思いました。「たすけあい ・ 協同の

っと広げていきましょう。

豊富にある再生可能エネルギーを、も

ちの世代に原発は要りません。日本に

協定の約束も果たせません。子どもた

これでは温暖化は止まらないし、パリ

石炭火力発電を基本に据えています。

基本計画を作成中、相変わらず原発と

れ、城東北地

りが開催さ

毎年福祉まつ

城東区では

組合員活動で、
城東福祉
まつりに参加して感じる事

力を皆と共にしたいと思っています。

いち組合員にできること
東日本大震
災後、持ち寄
った台所用品
を段ボールに

合員でなかったらできなかったと思い

話をじかに伺えたこと。パルコープ組

ブローチを購入したこと、被災者のお

へ届けたこと、被災地の方が作られた

・くらしについて知り、自分自身を育

時間もエネルギーもいりますが、社会

える機会になりました。組合員活動は

困問題やエシカルな消費という事を考

として参加、２０１７年は子どもの貧

域活動委員会

ます。たすけあいと協同の思いを行動

ててもらう場になっています。この積

詰めて岩手県

にうつせるのがパルコープ組合員のい

み重ねが平和でより良いくらしになる

105地域 136回 2,518名
こころざし

・平和を守る募金 353万9,753円 ・ユニセフ募金 177万0,624円
・災害救済募金 850万5,914円 ・東北支援募金 645万4,408円 など

総額 2,198万5,800円
◦募金

り、中には首

会が多くあ

わりを持つ機

職員との関

いかに、志高く 導くことが
組織づくりに重要か

◦パル委員会主催のとりくみ

を傾げたくな

濃度は、世界平均の 倍。これは生産

ラスチックの

ぶマイクロプ

本の海に浮か

査によると日

環境省の調

環境とプラスチックに
ついて

プ職員の成長を期待してやみません！

動できる人材育成」、 今後のパルコー

す。
「 組 合 員 の『 思 い 』 に 心 を 馳 せ 行

長 で き る「 職 員 教 育 」 を お 願 い し ま

必要となります。一回りも二回りも成

ではありません。人として大きな器が

手の思いを理解する」事はとても容易

る 対 応 を 見 た り 聞 い た り し ま す。
「相

194回 786組 1,951名参加

全ての議案を可決
冒頭で乕田理事長のあいさつがありまし
た。 続 い て、 大 阪 府 府 民 文 化 部 の 玉 作 智
課長補佐より松井一郎大阪府知事のメッセ
ージが代読され、また枚方市、寝屋川市、
交野市、守口市、大東市、四條畷市、門真
市の各市長より祝電・メッセージをいただ
きました。ご来賓は 名の方にご臨席いた
だきました。
その後、映像を使って活動報告を行い、
監査報告を受けました。第１号議案から第
３号議案まで一括して提案、会場からは
名の総代さんが発言されました（３～５ペ
ージ参照）。 理事会のまとめの後、 採決に
入り、全議案が可決されました。
最後に総代会アピールを提案、拍手で確
認し、通常総代会が終了しました。

人をおもう気持ちが
人を集める
私の母は交
通の便の悪い
所に住んでい
ます。ながお

2017年度の組合員さんの活動

が運行すると聞いた時、
「さすが生協」 ます。日本政府は５回目のエネルギー

店から送迎車

2/3以上の
賛成多数

事を願い活動していこうと思います。

真剣に考える時だと思います。

するために何をしなければならないか

きあげ、平和で心豊かなくらしを実現

力を寄せ合い、食の安全をみんなで築

もある。私たちは一人ひとりの知恵と

れる場合や発がん物質が吸着する性質

時に添加された有害な化学物質が含ま
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いところ。次年度もいち組合員のでき
ることを考えていきたいです。

敏子さん

浦﨑
信子さん
乾

第３回東北スタディ研修（民泊）11月
パルちゃん広場すくすく

多数
第１号議案

稲刈り体験ツアー
（JAグリーン近江）

〈東北応援バス〉
年間４回実施
〈東北スタディ研修
（民泊）〉
年間３回実施
パルコープより
あわせてのべ97名参加

寝屋川市・守口市・
門真市選挙区 総代
総代
枚方市選挙区

◦いきいき昼食会 27回 702名参加
◦ふれあいサロン 112回 3,550名参加
▲まきの地域活動委員会
「ぱるむ葬儀会館見学会」

産地訪問
・交流
（ぽっかぽか、すくすく）

賛成
議
案
2017年度活動のまとめ、事業報告、
剰余金処分案承認の件

通常総代会議案採決結果
2018年

119回
2,476名参加

東北応援
バス
ピースリレー2017

組合員
活動

商品代金未払い組合員の除名の件
（特別議決議案）

総代
大阪市Ｂ選挙区

199地域 268回 7,724名

第３号議案
照さん
鬼頭

快枝さん
久瀬

総代

◦地域活動委員会のとりくみ

多数
惠津子さん

◦子育てパルちゃん広場

2018年度事業計画・収支予算案、
ならびに役員報酬決定の件
（左から）議長の
小寺さん、渡邉さん

第２号議案
浜上

綾子さん
徳永

総代
枚方市選挙区

総代
大阪市Ｅ選挙区

＊ごあいさつ（要旨）＊
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東北の大震災、福島の原発事故から丸
７年が過ぎました。しかし現地の現状は
まだまだ復興というものとは程遠い状態
です。私たちは様々な形でこれからも支
援を続けていきたいと思います。
昨年、核兵器禁止条約が採択されました。私たちは核
廃絶という被爆者の願いのこもったヒバクシャ国際署名
に取り組んでいます。
幸せというものは人と人との関係で生まれるもので
す。そのことを通して地域の状況をみて、学びあいなが
らパルコープは前へ進んでいきたい、組合員の皆さんと
一緒に頑張っていきたいと思います。

（理事長 乕田 喜代隆）
大阪市Ｄ選挙区

2018年通常総代会を６月５日、大阪市中央区の
松下IMPホールで開催しました。総代定数 492 名
中492名（委任状・書面議決を含む）の総代とオブザ
ーバーが出席し第１～３号までの議案を審議しま
した。採決の結果、全ての議案が可決されました。
2018年通常総代会での、会場発言の要旨をご紹介します（順不同）
。
また、会場発言以外にも27名の総代から、組合員活動、共同購入、福祉、平和、店舗、環境
などについて意見が寄せられ文書で配布されました。

通常総代会
2018年

みんなの 声 で育てよう
わたしたちの パルコープ
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