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ずっとボラの会
（ボランティアバス参加者の
有志の会）
よりお知らせ

NO.55

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

ずっとボラの会ではパルコープの店舗で「東北復興応援
グッズ販売」
をしています。ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
7月 5 日
（土）
7月19日
（土）

会 場
星 ヶ 丘 店
忍 ケ 丘 店

いずれも時間は
10時〜 15時。

パルコープの店舗一覧はコチラ。
http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html

４会場でグッズ販売などをしました。
◎西くずは店（５月３日） 売上げ５０,６７０円 募金２,７２４円
◎つるみ店（５月１７日） 売上げ５4,７１０円 募金２,５５３円
◎榎本ふれあいまつり
（６月１日） 売上げ２４,３２０円
◎枚方公園店（６月７日） 売上げ３６,８５０円 募金５,７２２円
東北支援募金にご協力ありがとうございます
5,255,442円 （2014年3月21日〜 2014年5月20日）
2013年度よりの繰越金2,906,981円、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
※次号103号（7月28日発行）
で、9月・10月出発の岩手ボランティアバス
募集と、大阪府生協連主催のボランティアバス
（10月）の募集を掲載予定

Ⅰ．当期未処分剰余金

組合員さんの声から今年も実現
生協オリジナル

6月6日、パルコープの通常総代会に出席しました。総
代さんの発言から「東北の復興を願う」気持ちがしっか
りと伝わってきました。
生協の強みである 事業と運動 があってこそと思いを
強くしました。というのも、被災地ではNPOをはじめと
した非営利団体が復興応援をしたくても活動資金難を
理由に継続できないことを目の当たりにしている中で、
協同組合の存在価値を実感せずにおられないからです。
3.11の自然災害は、元に戻すこともできずこれからも
避けられないことですが、大阪でもどこの地域でも人の
持つ力は発揮できることです。特に若い世代の人たちに
学び・たすけあう 原点を被災地応援の中でこれからも
気づいてもらいたいと思う総代会でした。
（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）

じょう ど が は ま

２泊３日・6食付

●出 発 日／９月２日(火)〜９月4日(木)
●旅行代金／大人お一人様 84,０００円（税込）
●募集人数／40名 (最少催行人数
●食

・東北観光（浄土ヶ浜・松島他）
の
・共同購入でおなじみの
「ささ圭」
さんで
で
お買い物も

※伊丹空港より添乗員が同行します。
※小学生以下の参加はお問い合わせください。
※お部屋は男女別の相部屋となります。
グループ毎のお部屋
をご希望の方はお問い合わせください
（別途追加料金）
。
※ご参加人数が30名未満の場合は中止になります。
※夕食は宴会場で皆様ご一緒での食事となります。

往復飛行機利用で、宮城県
城 ・岩
手県の観光と被災地視察を盛り
込んだ生協オリジナルツアーを
今年も企画します。空港からは貸
切バスで巡ります。東北の「今」
を
感じてみませんか？

三陸鉄道

考に
昨年の参加者の声も参
！
た
まし
にし
ラン
なプ
新た
「花巻空港」利用でバス移動を
しやすく
●早めの宿舎到着でゆっくり
●今年、
全線再開の
「三陸鉄道」
に乗車
●

奇跡の一本松
（岩手県
陸前高田市）

＜取消料のご案内＞旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降の解除は、
取消料が発生します。
ご了承ください。

日次

行

程

１日目

伊丹空港８：10 発 − 花巻空港９：35着、
バス乗車 − 浄土ヶ浜レストハウス
（昼食）−
浄土ヶ浜巡り遊覧船 − 田老海岸・山王岩 −田老地区
「学ぶ防災ガイド」−
16：30 宮古市・宿泊(休暇村陸中宮古)

２日目

休暇村陸中宮古８：45発 −三陸鉄道
「釜石」
駅 ＋＋＋＋＋＋ ＜南リアス線＞ ＋＋＋＋＋＋「盛」
駅−
（釘子さん案内）− 16：30 気仙沼・宿泊（ホテル観洋）
大船渡屋台村
（自由昼食）− 陸前高田被災地視察

３日目

ホテル観洋８：30発 − 松島島巡り遊覧船 − 松島
（昼食）− 瑞厳寺 −
手造りかまぼこ工房・ささ圭でお買い物 − 仙台空港 17：40 発 −伊丹空港19：00頃着

※航空会社の都合により、
ご利用時間帯が変更になる場合があります
※天候・道路状況により行程が変更になる場合があります。
予めご了承ください
※施設の都合上、
急きょ見学ができなくなる場合があります

「東北応援ツアー（旅行企画）」
のお申し込み・お問い合わせは
コープツアーデスク（名鉄観光内）坂口・橋本まで

０１２０−３３６−９２２
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Ⅱ．当期処分額
１．法定準備金
480,000,000
２．利用分量割戻金
（共同購入）
（0.6％）
234,061,520
３．出資配当金
（0.3％） 45,084,750
４．任意積立金
（１）支所開設積立金
250,000,000
（２）資産再評価積立金
250,000,000
（３）災害支援積立金
45,000,000
（４）商品安全推進積立金
45,000,000 1,349,146,270

ち、利用や出資金に応じて組合員さんに還元
します。これを剰余金処分といいます。
剰余金処分の考え方は、①将来の基盤づく
り②もしもの時の備え③組合員さんへの還元
とします。
共有財産である積立金は、10億7,000万円、
組合員さんへの還元は、２億 7,914 万円とし
ます。剰余金処分は、生協法にもとづいて、

Ⅲ．次期繰越剰余金

陸前高田市被災
地視察には、組合員ボラ
ンティアバスでもお世話
になっている、
被災地語
くぎこ
り部の釘子さんにお話い
ただきます。

申し込み締め切り：7月31日
（木）
お申し込み後、
案内書をお送りします
（お支払いは振込みです）

受付時間／10：00〜17：00（月〜金／土日と祝日は休み）
携帯電話からは ☎ 06−6311−6662

156,623,160

毎年の総代会で決めます。

生活協同組合おおさかパルコープ
2015年 総代選挙公示

選

30名)

事／朝２ 昼2 夕２

剰余金を、将来の目的のために積み立てたの

定款第45条（総代の選挙）および総代選挙規約第４条
（総代の選挙区及び総代定数）にもとづき、生活協同組
合おおさかパルコープ2015年総代選挙を以下のとおり行
ないます。
［記］
（１）総代定数および選挙区について
①総代定数は500名とします。
②選挙区は、以下の７選挙区とします。

東北応援ツアー 募 集
ツアーの行程

1,505,769,430

生協では、組合員さんの利用で生み出した

用！
往復飛行機利
貸切バス
現地の移動は

旅行企画

（単位：円）

剰余金処分について

挙
区
枚
方
市
寝屋川市･守口市･門真市
大東市･四條畷市･交野市

定数
95
82
52

選挙区
大阪Ａ
大阪Ｂ
大阪Ｃ
大阪Ｄ

定数
64
89
59
59

（２）総代届けの期間は、本公示日より、７月30日（水）
正午までとします。
（３）総代選挙規約第２条（総代選挙管理委員）にもと
づき、下記の５名を2015年総代選挙管理委員に任
命します。
瀧井 文子、本多 紀子、松下 知恵美、
茶谷 由美子、原田 貴子
（４）総代立候補届けは「所定の用紙」に必要事項を記入
して、総代選挙管理委員会に提出して下さい。
2014年６月30日
生活協同組合おおさかパルコープ
理事長 乕田 喜代隆
※オブザーバー登録を希望する組合員さんは、理事会室
へご連絡の上、
「所定の用紙」に必要事項を記入して、
７月30日（水）正午までに下記までご提出ください。
※この件に関するお問い合わせは下記までご連絡くださ
い。
パルコープ理事会室： ☎ 06−6242−0904
FAX 06−6242−0926
（電話受付時間 月・土：午前９時〜午後５時
火〜金：午前９時〜午後６時）

公

告

2013年度出資配当金・利用分量割戻金
（共同購入）のお支払いについて
2014年６月６日の通常総代会で、2013年度決算剰余金の
出資配当金、利用分量割戻金（共同購入）が決まりました。
お支払い方法は、出資金への振替を下記の要領で行います。

計算基準は
〈出資配当金〉年率0.3％の金額です。
2013年４月〜2014年３月の各月の20日現在の出資金が基準で
す（毎月20日の出資金口数残高の合計÷12×0.3％）。
１口＝1000円です。
お支払いは源泉徴収税20.42％が控除された金額となります。
〈利用分量割戻金
（共同購入）
〉
共同購入の年間利用額の0.6％です。
対象期間は2013年３月21日〜2014年３月20日となります。
（食べてSmile、食べてSmileオリジナル、くらしのパート
ナー〔宅配を除く〕
、健康サプリセレクション、
赤ちゃんサポ
ート、すくすくくん、
eフレンズ限定〔チケットを除く〕のご
利用が対象となります）
※出資配当金および利用分量割戻金（共同購入）の計算で出た
10円未満の端数は切り捨てて計算いたします。

該当組合員は
本事業年度末（2014年３月20日）に在籍する組合員でかつ総
代会当日（2014年６月６日）の在籍組合員です。

支払方法は
利用分量割戻金・出資配当金は、後述の返金希望のお申し出
のない場合は、全額７月20日に出資金に振り替えるものとさせ
ていただきます。出資金振替以外の返金希望受付は、７月上旬
にお届けします「出資配当金・利用分量割戻金のお知らせ」に
て案内いたします。
＊共済割戻しについて
〈たすけあい〉共済の割戻は、
「日本コープ共済生活協同組
合連合会」から実施されます。７月下旬に契約者宛にお知らせ
が郵送されます。

2014年６月30日

生活協同組合おおさかパルコープ
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