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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
15

276

取引先を講師に学習会

11

172

平和のとりくみ

1

5

内部学習会

5

88

試食会

28

639

その他のとりくみ

10

312

70

1,492

合

計

※上 記以外に此花地域活動委員会が「第 44 回この
はな区民まつり」
（10 月 28 日）に、守口まちづく
り連絡会が「守口市民まつり」（11 月４日）に、
城東北地域活動委員会が「城東福祉まつり」（11
月11日）に参加しました。

秋祭り
10月27日 星ヶ丘地域活動委員会（枚方市）

赤ちゃんは泣いて思いを

訴 え ま す。
「なんで泣いて

いるの？どうすればいい

の？」と誰もが経験しなが

ら子育てしていますよね。

そんな時泣かずに思いを伝

えることができる「ベビー

サイン」の体験会を開催し

ました。

日本ベビーサイン協会認

定講師・みやざきあいこさ

んの軽快なトークと手話を

使った手遊びやふれあい遊

び、絵本を楽しみ

ながら
〝おっぱい〟

〝もっと〟〝おしま

い 〟〝 絵 本 〟な ど 、

まだ話せない赤ち

ゃんとお手てを使

ってお話し、親と

子のコミュニケー

ションが豊かにな

るベビーサインを

体験しました。参

寝屋川組合員会館

加者からは「生活

11月 １ 日

れるものだと感心した」な

枚方組合員会館

に取り入れると自

10月30日

どの声をいただきました。

阿倍野組合員会館

分も赤ちゃんもさ

10月25日

この取り組みを通し、話

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。

守口組合員集会室

らにコミュニケー

※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

10月18日

せなくてもいろいろ考え、

◦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

〈４会場で開催〉 参加のべ125人（子ども・スタッフ含む）

ションが深まると

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

「赤ちゃんの世界をのぞいてみよう！
！」

訴えている赤ちゃんの世界

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☆

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

子育てサポートステーション 主催

思えた」「何回もす

7

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

（例）

※６月に予定されていた学習会を延期し11月に行いました

を少しだけのぞくことがで

◦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

西谷さん

20

ることによって子

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☆

90

きました。

※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。

（11月６日）

京橋事務所
（本部） 参加129名
（組合員活動委員）

どもも理解してく

防災学習会
10月29日 高野・ながお・すぎ地域活動委員会
（枚方市）
サラダコスモ見学
10月30日 くずは地域活動委員会（枚方市）
おいしく楽しく委員会
10月30日 聖賢パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
10月31日 大淀パル委員会（大阪市）
リバース見学
11月１日 上野口パル委員会（門真市）

推進学習会

世界から見た日本ってどんな国？

ます。日本でその派遣につ
いて報道しようとすると政
府からクレームがつくの
い しゅく
で、メディアは畏縮し大事
なニュースを流さない。私
たちが知りたいことが知れ
ないことになっているんで
す。情報は、鵜呑みにする
のでなくいろんな角度から
見る冷静さが必要です。こ
のような学習会でいろいろ
考えることが大事だと思い
ます」と西谷さん。
世界から見た日本につい
て「 日 本 は 戦 争 を し な い
し、参加もしていないので
世界からの評価は高いんで
すよ」と締めていただきま
した。
参 加 者 か ら は、
「マスメ
ディアにだまされないよ
う、操作されないよう、ア
ンテナをはっ て生活した
い 」「 日 本 は 報 道 自 由 だ と
思っていたが、コントロー
ルされている事をはじめて
知りました」
「西谷さんの
お話が戦争地の遠い所の話
ではなく、私たちのくらし
につなげたお話で、組合員
活動（考え行動する人を増
やす）の大切さを実感しま
した」などの感想がありま
した。

美吉野農園組合見学
10月23日 生江城北パル委員会（大阪市）
アロマワックスサシェを作りながら生協商品に触れよう
10月23日 中央・成美パル委員会（寝屋川市）
近江農産見学
10月24日 啓明パル委員会（寝屋川市）
保険の学習会
10月24日 高野地域活動委員会（枚方市）
火災共済の学習会（全労済）
10月24日 東住吉北地域活動委員会（大阪市）
迎春学習会
10月24日 寝屋川北合同パル委員会
（寝屋川市）
ハグルマ見学
10月25日 山之内パル委員会（大阪市）
迎春商品おためし会
10月26日 大正地域活動委員会（大阪市）
みかん収穫体験（有田コープファーム）
10月27日 門真合同地域活動委員会（門真市）
ピアノコンサートと生協のお菓子の試食
10月27日 平野地域活動委員会（大阪市）
JAいなば交流会
10月27日 都島南地域活動委員会（大阪市）

2018年度
第１回

世界か
ら見た日
本の良い
所・悪い
所を客観
的に知る
ことは、よりよい社会にし
ていくためのひとつの方法
なのではないでしょうか。
海外で活動されているジャ
ーナリストの目を通して、
世界の人々の視線を直に感
じているからこそのお話も
含め、日本がどう見られて
いるかをジャーナリストの
西谷文和さんをお招きし、
学習しました。
「南スーダンに自衛隊が
派遣されているということ
をみなさんご存じでしょう
か。若い方はほとんど知り
ません。メディアが報道し
ていないし、新聞でとりあ
げることもありませんでし
た。スーダンは反米政府で
した。 年代、ビンラディ
ンをかくまっており、ケニ
アとタンザニアのアメリカ
大使館を攻撃し、反撃とし
て化学薬品工場をアメリカ
が 空 爆。 し か し そ の 工 場
は、まったく関係のない工
場でした。この 年間同じ
ようなことを繰り返してい

産地工場見学

近江農産見学
11月１日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月２日 交野南地域活動委員会（交野市）
迎春商品おためし会
11月２日 守口中南部地域活動委員会
（守口市）
美吉野農園組合見学
11月４日 榎本パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月５日 天満南パル委員会（大阪市）
みかん収穫体験（有田コープファーム）
11月６日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春商品試食会
11月７日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
丸長水産（迎春試食学習会）
11月８日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
トップ産業
11月８日 西都島パル委員会（大阪市）
生活習慣病について
11月８日 村野パル委員会（枚方市）
COOP商品を使って楽しくクッキングしよう
11月８日 榎本パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月９日 生野地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会＆健康チェック
11月９日 都島北地域活動委員会（大阪市）
クリスマス＆ハッピーニューイヤーの集い
11月10日 大東西地域活動委員会（大東市）
迎春学習会
11月10日 鶴見南地域活動委員会（大阪市）
キユーピー見学
11月12日 西パル委員会（寝屋川市）
大山乳業
11月12日 浪速地域活動委員会（大阪市）
にこにこほっぺの試食と迎春試食会
11月13日 住之江地域活動委員会（大阪市）
川口水産見学
11月14日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）
JA全農ミートフーズ（迎春学習会&試食会）
11月14日 まきの地域活動委員会（枚方市）
COOP共同購入の迎春試食会
11月14日 城東南地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会
11月14日 天の川地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月14日 寝屋川東香里合同パル委員会
（寝屋川市）
川口水産・有田コープファーム見学
11月15日 ながお地域活動委員会（枚方市）
エンディングノート（ぱるむ）
11月15日 くずは地域活動委員会（枚方市）
年金の学習会（パル企画）
11月15日 中央・成美パル委員会（寝屋川市）

迎春学習会
11月15日 庭窪・梶パル委員会（守口市）
迎春試食会
11月15日 三箇パル委員会（大東市）
アズマ工業
11月16日 菅原東パル委員会（枚方市）
お片づけ学習会（ぱるむ）&迎春料理試食会
11月16日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春おすすめ試食会
11月16日 都島南地域活動委員会（大阪市）
大山乳業
11月17日 沖・五月田パル委員会（門真市）
迎春商品の紹介
11月17日 大東東地域活動委員会（大東市）
迎春おすすめ試食会
11月17日 福島地域活動委員会（大阪市）
ピースおおさか見学
11月17日 田口山パル委員会（枚方市）
美吉野農園組合見学
11月18日 南住吉パル委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
11月18日 今津パル委員会（大阪市）
今年もコープでお正月準備して！！
11月18日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
子ども元気まつり
11月18日 東成地域活動委員会（大阪市）
カモ井デリカ（おせちの学習と試食会）
11月19日 中央合同パル委員会（大阪市）
カモ井デリカ（迎春学習会）
11月19日 門真合同地域活動委員会（門真市）
迎春学習会
11月19日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春商品おすすめ
11月19日 交野北地域活動委員会（交野市）
迎春試食会
11月19日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）
牛乳パックで作るエコトレイ＆迎春商品試食会
11月19日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）
有田コープファーム見学
11月20日 住之江・加賀屋東パル委員会（大阪市）
カモ井デリカ（袋詰めおせちの紹介）
11月20日 旭地域活動委員会（大阪市）
JA全農ミートフーズ（迎春商品試食会）
11月20日 阿倍野地域活動委員会（大阪市）
アズマ工業（迎春学習会）
11月20日 大阪西地域活動委員会（大阪市）
迎春商品おすすめ試食会
11月20日 榎並パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月20日 中津パル委員会（大阪市）
迎春学習会
11月20日 枚方中央地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会＆祝い干支飾り
11月20日 つだ地域活動委員会（枚方市）

赤ちゃんもお母さんも
楽しみながら覚えられますよ～
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