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くらし

〜組合員さんが企画・運営する
「地域商品フェア」におじゃましました〜

平和

環境 組合員活動 の

食

コーナー

パル・よどがわ・なら
組合員さんの
2013年度

2013年度のボランティアバスが始まりました。まだ、現地は

第１回・第２回

肌寒さの残るゴールデンウィークでしたが、
親子での参加や、
学

岩手ボランティアバス報告

生さんなどが多く参加されました。

参加するのも、企画するのも楽しいね

︵今回大槌町へ行きま

し た︶流 さ れ て し ま っ

がれき

た 住 居 あ と の 基 礎︑集

58名参加
め ら れ た 瓦 礫 の 山︑無

残な姿で残りまだ手が

つけられていない町役

場 の 建 物 な ど︑ち ょ う

ど︵私が前回訪問した︶

一年前の陸前高田を思

うす

い出させる光景でした︒

まごころネットの臼

■「ピースツアー」の詳細はパルコープホームページに掲載しています（パソコン専用）
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour3.html

（ＮＰＯ遠野まごころネットに常駐する
パルコープボランティア事務局・林さんより）
遠野まごころネットのホームページは
http://tonomagokoro.net/

ざわ

■必ず、
往復はがきでご応募ください
〒534‑0024 大阪市都島区東野田町１丁目５‑26
■締め切り ６月28日
（金）必着
生活協同組合おおさかパルコープ
組合員活動事務局（平手）まで
はがきには①ツアーのコース名②住所③電話番号④参加者すべて
☎06ｰ6242ｰ0904（月〜土９：00〜17：00）
の名前
（ふりがな）
と年齢
（学年）
⑤組合員コードをご記入ください。

澤副理事長の体験談と

復興に対するフロン

申し込み･問い合わせ先

被災地復興に頑張っておられる地元の方に
「これからの復興
とボランティア」
についてお話を聞きました。
お一人は被災から半年で、大槌町内でいち早く再開された
「復興食堂」
の店主です。
「ボランティアの現地活動は、
以前のよ
うな大勢の方に、
一斉に作業をしてもらう場面は少なくなって
いますが、県外から“もう一度被災地を訪れたい”という声をた
くさんいただきとてもありがたく思っています。逆に、地元で
の受け入れ体制が十分にできなくて申し訳ないです…。
復興に
は“旅行”の要素なども取り入れて、これからも来ていただける
機会をもっとつくりたいです」
と。
もう一人、陸前高田市「観光物産協会」の方からは「復興には
時間がかかり、他府県からの応援も続けてもらいたいです。た
だ、私たちは“支援されて当たり前”でなく、“地元でやれること
は自分たちでやる”ことが今大事です。そのことをこれからの
世代にもバトンタッチしていきたい…」
と伺いました。
これからの復興支援のスタイルは、
各人それぞれの条件の中
で、
“現地でボランティア作業”をしたり、
“三陸沿岸部で食べて、
泊まって、
お買い物する”など、
息の長い応援をすることを提案
したいと改めて思いました。

陸前高田市上長部の畑横の川底を
掃除。まだまだ震災の爪痕が残っ
ています

第2回・2013年５月３日〜６日

ティアの思いにも大い

に 感 銘 を 受 け︑必 ず や

思いが叶えられると確

※このツアーは、パルコープの平和活動の一環として行う
ツアーです。パルコープが一部費用を負担しますので、
ご親族でも、組合員さんでない方の参加はご遠慮くださ
るようお願いします（同居家族は組合員です）。
※申込み多数の場合は抽選し、結果ははがきでお知らせ。
※小学生以上のご参加でお願いします。子どもさんだけで
の参加はできません。
※宿泊は相部屋になることもあります。ご了承ください。
※グループでお申込みの場合は、グループ単位で１枚のは
がきにてお申込みください（組合員さんごとに組合員コ
ードを記入）。
※スケジュールの変更やツアーが中止になる場合もあります。
※はがきで得た個人情報はツアーの連絡以外には使用しま
せん。

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

震災から ２年の時

が経ち︑はじめての被

災地入りでした︒陸前

高田沿岸部を訪れた

がくぜん

「コープ水餃子って焼いてもおいしいの
ね、ウチでもしてみるわ」と組合員さん
（メイショクさん・城東北）

申し込み方法

3

時︑愕 然 と し ま し た︒

小学生19,800円

信 し︑多 く の 被 災 さ れ

大人
（中学生以上）
39,800円

ただ何もない風景⁝︒

参加費

た方々の思いをできる

<往：新幹線、復：飛行機>

津波がもたらしたも

７：30ごろ新大阪駅集合

だ け 多 く の 人 に 伝 え︑

合

のが︑ここまで土地に

集

一日でも早く復興でき

程

つめあと

諫早湾で
イルカ
ウォッチング
も！

深い爪痕 を残してい

日

定員：15名
ナガサキ
８月７日（水）〜９日（金）
〈２泊３日〉

いさはやわん

るよう支援を続けてい

合

ることに圧倒され︑の

８：00ごろ新大阪駅集合 <往復：新幹線>
参加費 大人
（中学生以上）
19,800円 小学生 8,000円
集

こうと気持ちを新たに

程

みこまれました︒

日

陸前高田市

も
お1人で
でも
族
家
ご
よどがわ生協・ならコープ合同企画

NO.34

ヒロシマ･ナガサキピースツアー
定員：30名
ヒロシマ
８月４日（日）〜６日（火）
〈２泊３日〉

しました︒

の じま

壊れたままの状態で残る旧大槌町
役場。行政の復興が遅れており、ま
だまだ復興支援が必要な町です。

夏休み

被爆地の広島・長崎へ行きます。
各ツアーとも平和の慰霊祭への参加と戦跡めぐりのほか、親子
で楽しめる企画もあります。
（参加費には交通費 ・ 宿泊費 ・ 食事
代・見学を含んでいます）
大久野島で、
うさぎと
ふれあう
企画も！

「私たち勉強してきました」と
パル委員会で学んだ「三元豚」
について説明する委員さん。平
田牧場さんのブースで（城東北）

また︑仮設住宅の方

参加者募集

大槌町

︵枚方市・松林さん︶

商品フェアや工場見学・学習会、平和や環境など、いろんな分野の
とりくみに関ってみませんか？買いものだけじゃない 生協 をあな
たもご一緒に！
やってみたい方・興味のある方は、本紙５ページ下の「組合員活動
サポートセンター」にご連絡ください。該当地域の委員長さんなどか
ら、詳しい内容をお知らせします。

とお話しすることが

委員さんが手作り
したブースのパネル
（交野東）

できましたが︑それぞ

の

れの人生の数だけそ

つ

れぞれの震災の事実

「安全安心うちごはん」
城東組合員会館／５月９日
（城東北地域活動委員会）
参加メーカー：大山乳業・大醤・
平田牧場・メイショク・サラダコ
スモ

があるということが

「商品のことをもっと知って
もっと広めよう！」
ゆうゆうセンター／４月25日
（交野東地域活動委員会）
参加メーカー：イサミ・ちきりや
・シーサット・ライスフレンド・
ビワコ屋・築野食品・大山乳業

胸に迫りました︒

城東北地域商品フェア

忠田さん︶

「こめ油で揚げたら全然味が違うから食べ
てみて！」と委員さん。
「酸化しにくいから
冷めてもおいしいですよ」と築野食品さん
（交野東）

交野東地域商品フェア

必ずまた東北に行

※数値は2012年４月１日〜2013年３月31日まで（2013年通常総代会より）

よ！

食べてみ

おお く

第1回・2013年４月26日〜29日 62名参加
きます︒

2012年度の組合員さんの地域でのとりくみ※は、パルコープエリア全域で、
のべ137パル委員会で146回と292地域活動委員会で300回開催されました。
各地域でのとりくみは、参加する人も企画する人も楽しさいっぱい！

︵東住吉区・

交野東地域商品フェアの準備の様
子。メーカーさんと顔を合わせて
意思統一を。
「さあ、がんばるぞ！」

参加者募集

第5回〜第7回「岩手ボランティアバス」
実施日

企画回
第５回目

申込締切

７月26日
（金）
〜７月29日
（月）
※

第６回目

（金）
８月 ９ 日
（金）
〜８月12日
（月） ６月28日

第７回目

８月23日
（金）
〜８月26日
（月）

※第6回目のみ陸前高田で花火大会のお手伝いとなり、帰阪時間が
8月12日13時頃となります。

【募集定員】各回20名（３生協で各回６０名）
今までに参加された方も、
申し込みを受け付けています。
定員を超えた場合は抽選となります
（初めての方が優先です）
。
【参加費】
お1人8,700円
（ボランティア保険・宿泊費、
食事代含む）
【行程】3泊４日
（車中２泊）
・大型観光バス2台
１日目 パルコープ本部
（京橋）
集合
（18時） ＜車中泊＞
２日目 岩手10時頃着、
ボランティア活動、
被災地視察
＜宿舎泊＞
３日目 ボランティア活動
＜車中泊＞
※第6回目は13時頃
４日目 パルコープ本部前到着
（9時頃）
【参加条件】組合員さん、
及びその家族で安全上、
中学生以上の方。
＊ボランティアの内容と場所は、現地での要請に基づきます。
＊持ち物などの詳細は別途、
参加者にご案内。
＊宿舎は男女別・相部屋。
＊天候不順などにより中止になる場合があります。
【申し込み・問い合わせ】
パルコープ組織部
☎０６−６２４２−０９０４ （月〜金 ９時〜18時）

※今週
（６月10日から）
配布の別チラシには、
「東北応援ツアー
（往復飛行機利用の旅行企画）
」
のお知らせも掲載しています。
※ボランティア活動報告はホームページにも掲載しています。
http://www.yodogawa.coop/info/info/shinsai
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