87号
2013.10.7

「ぱるメール」宛先
〒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

どなたでもお気軽に参加できます

川井 耕子
さ
ん

すてき﹁ずっとボラの会﹂

枚方市

ずっとボラの会︒なんて

すてきな会なのでしょう！

︒

（^^）

ネーミングも素晴らしいで

すね

いただいた声は、機関紙ぱるタイム、商品案内、ホームページなど広報・宣伝活動で掲載させていただくことがあります。
また、お預かりした個人情報は掲載時とパルコープからの問い合わせ以外には使用いたしません。ご了承ください。

﹁ずっとボラの会﹂の活動
を２ページでお知らせして
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）

います︒

（

次回ぱるタイム通常号発行は10月21日です。

戦争を子どもに伝える
パルコープの活動身近に

度を利用することができます。事前にご連絡ください。

さ
ん

ナガサキツアー

ヒロシマツアー

８月７日
（水）
〜９日
（金） 12名参加
（自らも被爆しながら被爆者の救護にあたった長崎医大
の）永井隆さんの言葉にあった「戦争には勝ち負けは無く
て、あるのは滅びだけだ」ということが分かりました。爆
発でほとんど跡形もなくなってしまった長崎刑務所と、そ
の周りを囲んでいた壁は、原爆が本当に落ちたんだと感じ
ました。僕達は、被爆された方と直接話ができる（最後
の）世代と言われたので、次回のピースツアーでは、被爆
された方たちと話したいです。
（北区 岩本さん・14歳）

８月４日
（日）
〜６日
（火） 24名参加
大久野島という島があることさえしりませんでし
た。地図から消された島が日本にあることもしりませ
んでした。 それに毒ガスをつくっていた工場が日本
（の大久野島）にあるの
〈原爆ドーム前で〉
もしらなかったので、す
ごくいいべんきょうにな
りました。
（天王寺区
澤﨑さん・11歳）

くらし
平和

環境 組合員活動 の

食

コーナー

広島で開催された日生協主催の
「ピースアクション」
に今年も
パルコープから組合員活動メンバー10名が参加しました。
（8月5日）

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は
・午前７時に暴風警報発令時、また危険と判断したときは中止します。 組合員活動サポートセンター
・視覚・聴覚に障がいをお持ちの方は、ガイド・手話ボランティア制

編

終戦から68年が経ちました。パルコープでは毎年、「平和の大切さ」
「被ばく体験
を風化させず、次世代へ伝える」ためピースツアーを行なっています。今年も被爆
地ヒロシマ・ナガサキを訪れ、原爆のつめあとや平和資料館を見学し、平和の式典
に参加しました。

（ 締 のないものは申し込み不要です。 保 のないものは保育はありません）

⒣ 0120−299−244 FAX 0120−299−230
携帯・PHSからは
☎ 06−4801−7648
月曜･土曜 9：00〜17：00
火 〜 金曜 9：00〜18：00

ハガキまたはｅメールで、
機関紙ぱるタイムに対する
ご意見、住所、氏名
（ふりが
な）、 組合員コードを記入
してお送りください。クイ
ズが無い号もどうぞ。掲載
した方には図書カードをお
送りします。

ピースツアー・ピースアクション報告

締 ＝申し込み締め切り

・本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

鶴見区 中静 真裕美

主 ＝主催

﹁平和グループしろきた﹂

Ｍ ＝メニュー

さんの活動すばらしいなと思

受 ＝受付

さ
ん

保 ＝保育

2013年7月23日に設置し、8月
の発電量は約 7000kWhでした。
これは、一般家庭が１カ月に消費
する電力量（約 300kWh）に換算す
ると約23軒分に相当します。

中林 康子

集 ＝集合

焼エリンギの大根おろし、小松菜と
チリメンジャコ炒め、
吸物、
デザート
締 10月14日（月）
主 いきいき昼食会寝屋川
※ボランティアの方募集中（年齢制限な
し）、どなたでも見学におこしください。

旭区

問 ＝問い合わせ

関西のうす味が一番

定 ＝定員

Ｍ すき煮、芋つかげ
（芋の揚げ料理）
、

いました︒娘がいますが︑学

申 ＝申し込み先

年間︑他府県に住んで

持 ＝持ち物

￥ ＝費用

校やテレビではあまり戦争の

対 ＝対象

対 65歳以上の方
￥ 500円

北枚方支所︵配送センター︶に
太陽光パネルを設置しました

寝屋川
日時 10月17日
（木）
11：50〜13：30
場所 寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）
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を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

「原爆が本当に落ちたんだと感じました」

※詳細はCASAのHP
http：//www.bnet.jp/casa/にて
〈受講料〉資料代として１講座につき500円
〈申し込み・問い合わせ先〉CASAまで
直接事前に電話・FAXにてお申し込みください
☎06−6910−6301 FAX06−6910−6302
主催：地球環境と大気汚染を考える
全国市民会議（CASA）
※パルコープも加盟しているＮＰＯです

季節の料理を
いただきましょう

関西のうす味が一番と思っ

10月19日（土）13：30〜16：30
大阪科学技術センター 404号室
（大阪市西区靭本町１）
山藤泰さん（YSエネルギー・リサーチ）
カ ー サ

今津（鶴見区）
日時 10月21日
（月）
10：30〜12：00
場所 パル鶴見福祉センター２階
今津組合員集会室
（大阪市鶴見区今津北１）
主 子育てサポートステーション
※今回、この場所でおためし企画です

〈共通略記号〉

〈申し込み・問い合せ先〉
パルコープ 組合員活動事務局
☎ 06−6242−0904 FAX 06−6242−0926

事を教えてくれなくなりまし

第４回
（最終回）
「でんき」
の未来

講師

（パルコープ有識理事）
延代さん

ています︒これから冬に向

ビビっとくる
「でんき」
の話
日時
場所

（JR・京阪・地下鉄「京橋駅」徒歩約５分）

講師：藤永

〈参加費〉無料
〈保育〉有り（１歳以上）
〈申込締切〉10月18日
（金）
18：00まで

CASA 連続市民講座
第21期 地球環境大学

守 口
日時 10月31日
（木）
10：30〜12：00
場所 守口組合員集会室
（守口市大枝東町14）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか守口

日時：10月28日（月）10：00〜12：00
場所：本部（京橋）３階大会議室

た︒事実を子どもに伝えてい

ホッと一息 できる場を提供していま
す。将棋コーナーもあります。
対 どなたでも自由にお立ち寄りください。
Ｍ 肉うどん、 きのこごはん（即席漬
け、吸物付）、コーヒー ・ 紅茶（各
クッキー付）
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

地球温暖化が言われてから久しくなります
が、再生可能エネルギーの普及はなかなか進
まず、全電力の一部を占めるにすぎません。
子どもたちに安心して暮せる地球を手渡すた
め、私たちは今、何をすべきなのか、一緒に
考えます。

かって茶わんむしを利用し

10月15日
（火）
11：00〜14：00
寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）

く手段の一つとして︑パルコ

寝屋川
10月18日
（金）
10：30〜13：30
寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）
※昼食持参可能。希望者には軽食の
用意ができます（有料・当日申し
込み）
。離乳食はご持参ください。
主 パルちゃん広場ぽっかぽか寝屋川
日時
場所

日時
場所

「地球温暖化、
再生可能エネルギー」

ます︒

親と子が、ともに
「ホッ！」
とできる広場
をめざします。
楽しいおもちゃ・絵本を用
意して、
みなさんの参加を待っています。
途中からの参加でもＯＫです。
対 就学前までのお子さんと保護者
￥ １家族１回100円

いきいき昼食会

第３回

ふれあい喫茶 by夢くらぶ

ープさんの活動が身近にある

パルちゃん広場ぽっかぽか

「くらしの連続学習会」開催

事が嬉しいです︒

ＨＰ「地域おもしろ情報」もチェック！
http://www.palcoop.or.jp/blog/chiiki/

パソコンメールや携帯電話メー
ルでの応募は下記のアドレスへ
paltime@palcoop.or.jp

パルコープの展示ブース。今年７月
のピースリレーなど、平和について
の組合員活動の報告をしました

全国の生協の人たちの「ピースアクショ
ン」で平和や命の尊さをさまざまな形で展
示し、若者や子どもたちに語り伝えたいと
いう気持ちを強く感じ、伝えていくことの
大切さを学びました。68年前の「あの日」
と68年間の悲しみを２度と繰り返さないよ
うに進んでいきたいです。
（枚方市 坂口さん）

平和を守る募金に
ご協力お願いします
毎年７月の
「ピースリレー」や地域
の平和のとりくみなどに使わせてい
ただきます。募金は注文書の募金欄
で。eフレンズでも募金できます。

「1417」

ココ

ぱるタイムのバックナンバーは http://www.palcoop.or.jp/au̲ ji /paltime.html からご覧いただけます。
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