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親子で
稲刈り体験しよう

　５月に組合員さんが田植えした滋賀県
のJAグリーン近江さんと富山県のJAい
なばさんの田んぼの稲刈り体験です。食
べものの大切さを感じる産直産地ツアー
に行きませんか。

どちらのコース
も

バスで行きます

JAいなばコース（富山県小
お
矢
や
部
べ
市）

日　程 ９月24日（土）～25日（日）１泊２日
行　程 24日 �８：00パルコープ京橋事務所（本部）集合→　　　　

11：15頃昼食→13：30頃到着・稲刈り体験→　　　　
17：00頃宿舎「滝乃荘」到着・夕食交流

　　  　 25日  ８：30頃宿舎出発→収穫祭・昼食→　　　　　　　
13：00頃現地出発→19：00頃京橋帰着

参加費 中学生以上　10,000円　　
　　  　３歳以上　  　6,000円　　※３歳未満の参加不可

定員：30名
「富山コシヒカリ」のふるさと

JAグリーン近江コース（滋賀県東近江市）

日　程 ９月10日（土）日帰り
行　程  ９：00パルコープ京橋事務所（本部）集合→
　　  　11：00頃稲刈り体験・昼食・生産者と交流→
　　  　15：00頃現地出発→
　　  　18：00頃京橋帰着
参加費 中学生以上　3,000円　　
　　  　３歳以上　　1,500円　　※３歳未満の参加不可

定員：40名
「無洗米環境こだわり米 滋賀秋の詩」のふるさと

■往復はがきの場合
　�はがきには①ツアーのコース名と参加したい日　　
②住所③電話番号④参加者すべての名前（ふりがな）
と年齢（学年）⑤組合員コードをご記入ください。

　【申し込み先】
　〒534－0024　大阪市都島区東野田町１丁目５－26
　　生活協同組合おおさかパルコープ
　　組合員活動部（中村）まで

■申し込み締め切り　８月12日（金）消印有効

申し込み方法

　組合員サービスセンター　　0120-299-070
　携帯・PHSからは　☎�072-856-7671（有料）
　（月・土�９：00～17：00　火～金�９：00～18：00）

　【問い合わせ先】

※�このツアーは一般の観光ツアーとは違い、組合員さんに生産者や商品について
より知っていただくためのツアーで、パルコープが一部費用を負担します。ご親
族でも組合員さんでない方の参加はご遠慮ください（同居家族は組合員です）。
※�申し込みは１枚のはがきに１コースずつでお願いします。グループで申し込む
場合１枚のはがきにお書きください（組合員さんごとに組合員コードを記入）。
※�申し込み多数の場合は抽選し結果ははがきでお知らせします（初めての方が優
先です）。
※要項は後日参加者に郵送します。
※�視覚・聴覚に障がいをお持ちの方でガイド・手話ボランティア制度を利用され
る方はお知らせください（日帰りツアーのみ）。
※�応募で得た個人情報はツアーの連絡、産地交流に係る企画案内以外には使用し
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。

～今年５月の田植えツアー参加者の声より～

た以上にむずかしかったです。お米をつくるのは大変なんだ
なぁと改めて思いました。機械にも乗れてうれしかったで
す。� 　（阿倍野区　小林さん　10歳）

◦土がグニャグニャしていておもしろ
　かったです。手でうえるのは思って

◦以前より気になっていた、コープの田植え
　ツアー。末子が３歳を迎えたので、満を持

JAいなば

して参加させて頂きました。初めての田植え、水田は思って
いたより深く、足が沈んでいくわ、抜けなくなるわ、子ども
は尻もちをつくわ…とハプニングだらけでしたが、どれもい
い思い出です。自然を相手
にする仕事、本当に大変だ
と思います。パルコープの
お店でJAいなばさんの米
袋を見る度、このことを思
い出す今日この頃です。
� 　（枚方市　小田さん）

JAグリーン近江

こちらからも
申し込みできます→

■ホームページの専用フォームからも申し込めます
　https://welcome.palcoop.or.jp/event/sp/

参加者
募集

生活協同組合おおさかパルコープ　大阪市都島区東野田町1-5-26　
大阪府知事登録旅行業第2-1360号　総合旅行業務取扱管理者　山根洋子

この企画は、当生協「旅行業約款（募集型企画旅行契約）」によります。

取消料について
お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる
場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
申込みをお断りした場合、旅行代金に対し右記の利
率で取消料（お一人様につき）をいただきます。又、
組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員
減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

契約解除の日 取消料（お一人様）
1）21日目にあたる日以前の解除
　（日帰り旅行にあっては11日目）
2）20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行にあっては10日目）（3 ～ 6を除く）
3）7日目にあたる日以降の解除（4 ～ 6を除く）
4）旅行開始日の前日の解除
5）当日の解除（6を除く）
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

※ 東北応援に関する情報はホームページでも見ることができます。http://www.palcoop.or.jp/shinsai/higasinihon/

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

NO.78

（岩手県遠野市に常駐する　　　　　　　　　
パルコープボランティア事務局・林さんより）

【日程】9月16日（金）～19日（月・祝）　【申込締切】8月19日（金）
【定員】30名（3生協定員・最低実施人数15名）

ご協力ありがとうございます
東北支援募金の状況（2016年3月21日～ 2016年6月20日）
16,811,406円 （この金額には2015年度繰越金・注文書で

の募金・店舗などに設置の募金箱・ずっとボ
ラの会での物販などを含みます）

パルコープの店舗一覧はこちら。
http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html

＜今後の予定＞ ぜひ、お立ち寄りくださいね。

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎広川クリニック（西宮）（6月25日） 売上げ272,780円募金610円
◎東中浜店（6月26日） 売上げ41,200円と募金920円
◎忍ヶ丘店（7月3日） 売上げ64,210円と募金945円

【行程】3泊4日（車中２泊）・大型観光バスで行きます
１日目  パルコープ京橋事務所（本部）集合（18時予定）〈バスで移動、車中泊〉
２日目  岩手9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　　　　　　　　　〈バスで帰阪、車中泊〉
４日目  パルコープ京橋事務所前到着（9時頃予定）

【参加条件】組合員さん、及びその家族で安全上、
　　　　　小学校5年生以上の方。複数名参加可。
＊活動内容と場所は、現地での要請に基づきます
＊持ち物などの詳細は別途、参加者にご案内します（締切後、約1週間後）
＊宿舎は男女別・相部屋です
＊参加費には、傷害保険・宿泊費・食事代（1日目以外）などを含みます
＊天候不順などにより中止になる場合があります

今までに参加された方も、申し込みを受付けています。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】中学生以上　　お１人　15,700円
　　　　小学5・6年生　お１人　12,700円
　　　　※小学生はかならず保護者同伴でご参加ください

2016年度 第5回「東北応援バス」
よどがわ生協・ならコープ合同企画

参加者募集

お1人でも
ご家族でも

【申し込み・問い合わせ】
組合員サービスセンター 　　０120－299－070
携帯・PHSからは  ☎072－856－7671（有料）
（月・土 9：00～17：00　火～金 9：00～18：00）
〈ホームページの専用フォームからも申し込めます〉
https://welcome.palcoop.or.jp/form/apply/tohoku_bus/
カメラ機能のある携帯電話はこれを読み取るとホームページにつながります↑ 

ずっとボラの会（東北応援バス参加者の有志の会）よりお知らせ

　ミャンマーから国づくりのリーダーとなる青年研修団
（16名）が、“防災”をテーマに岩手県に来られました。ミャ
ンマー（旧・ビルマ）は、2008年に死者不明者を14万人も
出したサイクロンをはじめ、地震・洪水などの自然災害に
苦しんでいる国です。
　研修団は、遠野の後方支援活動を皮切りに2週間にわ
たり被災地から多くのことを学び、自国で活かすアクショ
ンプランを作成されました。視察やレクチャーの度に研修
生からの質問が途切れないほどの熱心さで、東日本大震
災で亡くなられたことに言葉を詰まらせ、一方でその辛さ
に立ち向かう住民の強さと日本の技術力の高さを感じた
と。言葉や歴史と文化が異なる中でも、「人の命と社会的
弱者を尊ぶ」思いは全く同じでした。
　迎え入れた岩手側の一人は「ミャンマーは今大きく発展
している国。自然の脅威を人間はコントロールできない
が、自然の恵みは暮らしの礎。この自然を守ることと暮ら
しを豊かにする経済発展とのバランスをよく考えて国づく
りに頑張ってください…」と話されました。私は「このこと
は他国のことでなく、今の日本に通じる大きな
テーマ」と教えられました。

9月4日（日）
日　程 会　場

ながお店
時間は
10時～15時です。

岩手から関西のみなさんへメッセージ岩手から関西のみなさんへメッセージ
小鎚神社　宮司  松橋知之さんより
　あの日、小鎚神社は奇跡的に津波
と火災から被災を免れました。今ま
で、全国から沢山のご支援を頂き本
当に感謝しています。震災の年は全
国的に祭り自粛ムードでしたが例大
祭を決行し神輿の担ぎ手や郷土芸

能の皆さんは涙をながしながらお祭りに参加していたの
を昨日の事のように覚えています。
　今年の例大祭は開通した新しい県道で9月17日～18日
に開催されます。私の神職としての役目はお祭りを継承し
ていくことです。神社が地元の皆様が集う場所になり、心
のよりどころとなっていければいいなと思っています。

生活協同組合おおさかパルコープ　大阪市都島区東野田町1-5-26
大阪府知事登録旅行業第2-1360号　総合旅行業務取扱管理者　山根洋子

東北紅葉 東北応援ツアー
あなたの旅が復興につながります

●食　事／朝２  昼2  夕２
※伊丹空港より添乗員が同行します
※旅行代金など詳しくは、今週配布の
カタログ「まいらいふ」２ページをご
覧ください

組合員さんの声から今年も実現

「　　　　　」

を見てね！ 2泊3日

旅行企画

●出発日／11月6日（日）～
　　　　　　11月8日（火）

取消料について
お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる
場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
申込みをお断りした場合、旅行代金に対し右記の利
率で取消料（お一人様につき）をいただきます。又、
組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員
減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

この企画は、当生協「旅行業約款（募集型企画旅行契約）」によります。

契約解除の日 取消料（お一人様）
1）21日目にあたる日以前の解除
2）20日目にあたる日以降の解除
　（3 ～ 6を除く）
3）7日目にあたる日以降の解除
　（4 ～ 6を除く）
4）旅行開始日の前日の解除
5）当日の解除（6を除く）
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

陸前高田市の奇跡の一本松
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