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応募方法は下記をご覧ください

〜今年５月の田植えツアー参加者の声より〜

クイズ正解者の中から抽選で10名に図書カードをプレゼント

⑧ 果 実 や 種 子 が 大 き く な り︑
内容も充実した状態になる
こと
⑨↑↓ 男子
⑩いさましいすがた
⑪ゴールド
⑫実物に似せて造ること
⑭ガスコンロの上で鍋などを
のせる輪形の器具
⑮タワー
⑯ゼブラ
⑰稲・麦などの茎を乾かした
もの
⑱愛知県瀬戸市およびその付
近から産する陶磁器の総称
㉑水などを含んで口やのどを
すすぐこと
㉒バンク

回答者：
（株）
クラブコスメチックス
た ば

い

田葉井

いずみさん

⑦

④

⑤

⑥

⑧

JAグリーン近江コース（滋賀県蒲生郡）

⑨

「無洗米環境こだわり米 滋賀秋の詩」のふるさと 定員：40名

⑩

⑪

⑫

日程

⑬

集合 ９：00（パルコープ本部・京橋）
⑭

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

お や べ

⑯

⑰
⑱

㉑

JAいなばコース（富山県小矢部市）
「富山コシヒカリ」
のふるさと

⑲

⑳

コープUVパウダーファンデーション詰替用（水あり水なし両用タイプ）
定価 本体930円（税込1,004円）
04ナチュラル（標準色）
コープUVパウダーファンデーション専用ケース 定価 本体850円（税込918円）

定員：30名

９月20日（土）〜21日（日）１泊２日

集合 ８：00（パルコープ本部・京橋）

㉒

ヒント：焼肉しよう！

硬くしぼればカバー力が上がり、ゆるくし
ぼればナチュラルな仕上がりに
パフの水分量が多すぎるとムラになってし
まうので、水がしたたらない程度まで絞る

★ 今月のプレゼント

日程

51

メイクアップを
楽しみましょう
ファンデーション
詰め替え用と
専用ケースのセット
を５名様に
プレゼント
101号での応募は
58名でした。

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）
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JA
グリーン近江

⑮

※水ありで使用したパフは、使用した度に台所用など
の中性洗剤で洗い清潔な状態に

クイズの答え、または「コープＵＶパウダ
ーファンデーション・専用ケース希望」と書
いて、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、ハガキまたはｅメールで応募してくだ
さい。お化粧に関する悩み・質問もどうぞ。
※クイズと化粧品の応募は別々にお願いし
ます。

９月14日（日）日帰り

■締め切り ８月９日（土）消印まで有効
■当選者発表 プレゼントの発送をもって替えさせていただきます。
■宛先
〒534−0024 大阪市都島区東野田町１−５−26
生活協同組合おおさかパルコープ 機関紙ぱるタイム係
パソコンメールや携帯電話メールでの応募は
右記アドレスへ paltime@palcoop.or.jp
カメラ機能のある携帯電話はこれを読み取るとアドレス入力のかわりになります→

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。

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

【申し込み方法】
■往復はがきに、①〜⑤を記入の上、申し込みください。
①ツアーのコース名 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
■申し込み締め切り ８月15日（金）消印有効
【申し込み・問い合わせ先】
〒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
☎06‑6242‑0904（月〜土 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
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour8.html
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→

初めて田植えをしました。30分くらいで５メートルぐら
いしか植えられませんでした。どんなに大変かが分かり
ました。もっとお米を大事にしようと、田植えをして思
いました。
（JAグリーン近江参加 西区 上野さん ６年生）
自然豊かな富山で、たくさんの方々に大切に育てていた
だいているのを実感でき、みなさんの愛情を受けて育っ
たお米なんだと改めて感じました。
（JAいなば参加 東住吉区 矢島さん）

※このツアーは、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
くださるようお願いします（同居家族は組合員です）
。な
お、安全上、ご参加は３歳以上で。
※申し込みは１枚の往復はがきに１コースずつでお願いしま
す。グループの場合も、１枚のはがきにお書きください
（必ず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。
※宿泊は相部屋になることもあります。ご了承ください。
※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。
※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）。

※ぱるタイム99号で、「稲刈り募集」を７月21日発行でと案内していましたが、今号に変更しています。
※次号104号（８月25日から配布）では、「みかん狩り・柿狩り募集」を予定。発行日を変更しています。ご了解ください。
は忍ヶ丘
今回
店

お買い物のついでに
写真が撮れて便利だね

※水あり使用は、
「水あり水なし両用
タイプ」のファンデーションをお選
びください。

③

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、ご応募お待ちしています！

じゅつ

Ａ

②

＜ファンデーション水ありの使用方法＞
①スキンケアの後、ベースクリームでお肌を整える。
も
②水の中でパフを揉みながら全体に水を含ませる。
③パフを手のひら全体で軽く３回程絞り水を切る。
④水を含ませたパフにファンデーションを取り、
顔の中心から外側へ向かってのばす。
⑤目・鼻の周りのなどの細かい部分はパフを
折って丁寧になじませる。
★ポイント

暑い夏にはパウダーファ
ンデーションの水あり使
用がおすすめ。パフに水
を含ませ、軽くしぼってからファ
ンデーションをつけると肌にピタ
っ と密着し、 化粧崩れが防げま
す。水あり使用は肌への感触もひ
んやりと冷たく夏にはピッタリ!!
ぜひ試して、夏のメイクを楽しん
でください。

①

コースも
どちらの
きます
行
で
ス
バ

JAいなば

二重ワクの文字を並びかえて、
意味のある言葉にしてください。

れ

夏におススメの
ベースメイクを
教えてください

出題：溢

き い の術

Ｑ

︻ 号の解答︼コダマスイカ

応募総数 286通
正解者数 285通

タテのカギ

①のりまき︑にぎり︑ちらし
②﹁想像してごらん﹂と
ジョン・レノン
③太陽
④果物をしぼったしる
⑤そなえもつこと
⑥らくに勝つこと
⑧一株トマトが終わって８月
から始まる岐阜県産の予約
トマト
⑪コンクールなどで最も優れ
たものに与えられる賞
⑬ 世の中︑ありふれていること
⑭ぜいたくで立派なさま
⑮タイガー
⑰金魚の一品種
⑲﹁メエ〜﹂と鳴く︑雄には
あごヒゲ
⑳エレファント

ヨコのカギ

①ウォーターメロン
③酒をかもす蔵
⑦アイランド

ヒヤヤツコ ギア
キマ リ コシヨウ
ニ ガクナイ ト
クラ イマツクス
イ モツ カギ
リセツト ダツジ
シン イ カンシヨ
リス サイシユウ

参加者
募集

おおさかパルコープには８つのお店があります。今回は
忍ヶ丘店の証明写真機設置をご紹介。

履歴書・身分証明・パスポート・受験等の用途
で幅広く利用されている証明写真機が、忍ヶ丘店
にも設置されました。
最近では運転免許証更新時に写真を持込みされ
る人も増えています（試験場での一発撮りで後悔
した人も多いはず）。 この機械には
種類は通常（800円）・
「肌美人」機能もついていますので、
肌美人（900円）
・
お気に入りの写真を撮影して持込みさ
プリクラタイプ（400円）
れてはいかがですか？
の３種類！
※７月現在、４店舗（ながお・枚方公園・つるみ・
忍ヶ丘）で設置

７月８日に忍ヶ丘店に設置

毎週水曜日は「水曜びっくり市」としてお野菜を中心にお買得価格で提供しま
す。また水曜日の14時頃には、鳥取県境港から直送魚が毎週届きます。新鮮なお魚
を調理
（皮引き・３枚おろしなど）もいたしますので、ぜひ一度ご来店くださいませ。
夏休みやお盆はお店に来てね！詳しくはチラシをチェック!!（アドレスは下記）

JR学研都市線「忍ヶ丘」駅より
南へ徒歩１分
〒 575 0003
四條畷市岡山東1‑1‑11
☎072‑863‑6421
営業時間 AM９：00〜PM10：00
駐車場有 74台
「おしらせメール」の
会員登録はコチラ→

【パルコープのお店情報：今週のチラシ情報はHPをご覧ください】http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html
【パルコープのお店のご利用は】共同購入の組合員さんなら、各店舗サービスカウンターで無料で「ぱるるんカード」をお作りします。
その日のお買物分からポイントがつき、パルコープの全ての店舗共通でご利用できます。
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