「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

122号
2016.2.22

見るのが楽しみです

さ
ん

谷口 隆

配送の方が元気です

城東区
さ
ん

毎週、配送の方が元気で、

平野区 貝崎 志保

いつも、子どもたちと一緒

この間の寒波の日でも笑顔で

接してくださり受け取る側も

に生協（のカタログ）を見る

のが楽しみです

気持ち良いです。いつもあり

がとう。
ご苦労様です。
これか

ハンガー・フリー・ワールド
「書き損じハガキ回収キャンペーン」
にご協力を
ハンガー・フリー・ワールド（飢餓のない世界を創るた
め活動する国際協力団体ＮＧＯ）では下記の物品を換金
し、飢餓に苦しむ人々の自立応援のため、農業・医療など
に使われます。今週配布の「専用封筒」に下記のものを入れ
て郵便ポストに投函してください（切手不要）。配送では
回収していません。ご注意ください。
昨年は4,025人の組合員さんから、527 万 3,734 円（換金
額）のご協力をいただきありがとうございました。

身近なもので支援ができます！
このようなものを送ってください

＊官製ハガキ（書き損じ・未使用） 今週配布の専用封筒で
＊未使用切手 ＊商品券
＊未使用テレフォンカード
＊中古ゲームソフト・中古DVD

投函期間 ５月31日
（火）
まで
問い合わせ窓口 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

ぱるタイムのバックナンバーは

らもよろしくお願いしますね。

【パルコープのお店情報と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。
（組合員コードが分かればスムーズです）

生産者さんのお顔が
見れると安心
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「おしらせメール」の
会員登録はコチラ→

初めて知りました！

月曜以外日替わりで仕入れる▶
「直送鮮魚市」。これを目当て
に来店される方も

※
「直送鮮魚市」は各店で開催していま
す。詳しくはそれぞれのお店へお問
い合わせください
※天 候により入荷がない場合もござい
ます

地下鉄四つ橋線「玉出駅」専用の駐車場はあ
３番出口から徒歩３分
りませんが近くに
コインパーキング
〒 559－0001
があります
大阪市住之江区
粉浜１-１-32 キリンドプラザ帝塚山１階
☎06-6676-5160
営業時間 AM９：00～PM10：00

!!

さ
ん

◀ちょっと変わった商品も
並べています。ホタテの
稚貝は殻のまま味噌汁に
入れるとおいしい

この地域の組合員さんは魚に
詳しい方が多く、気が抜けませ
ん。 いつ来られても、 旬の物
を、鮮度がよい状態で買ってい
ただけるようにがんばります！

（水産担当 金丸さん）

守口市 谷本 博子

・お正月用に買ったカンパチは最高やったわ！孫も
喜ぶし、ここに来るのが楽しみなの。
・魚が好きでよく買いに来ます。直送魚も質がいい
からホントに助かっています。

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。

（１２１号の）紀ノ川農協の

お魚コーナーでインタビュー♪

ん

昨年11月にオープンして３ヶ月。粉浜店には
多くの組合員さんにお越しいただいています。

さ

お魚がいっぱい！
パル子楽しくなっちゃうな♪

『魚やったら
“パルコープ”
やね』

と言っていただけるお店に

夕陽丘・逢阪一帯にあるお寺、神社、劇場などが主体とな
り、毎年桜の咲く季節に開催しています。プロ・アマチュア
人形劇団による人形劇や、大道芸、バルーンアート、紙芝居
などの路上パフォーマンスが行なわれ、どなたでも参加でき
るイベントです。パルコープでは一心寺境内（入場無料）
で、ボランティアバスの参加者有志の会「ずっとボラの会」
の皆さんなどが出展します。お立ち寄りくださいね。
日 時：４月３日（日）10：00～15：30
場 所：大阪市天王寺区内、一心寺から下寺町界隈のお寺など
参加費：フリーパスシール700円
（当日現地購入・３歳未満無料）
一部有料公演あり（無料のイベントもあります）
主催・問い合わせ先：

なにわ人形芝居フェスティバル運営委員会事務局

☎ 06-6774－2877 FAX 06-6774－4003
詳しくはhttp://terateratera.sakuraweb.com/ningyoufes/

島田 真紀

おうさか

ずっとボラの会も出展

中央区

～夕陽丘・花参り～

記事を見て、おいしい柑橘類

なにわ人形芝居フェスティバル

を
ご意見・感想
い。
さ
だ
く
お寄せ

いろんな事を 活 用 し た い

第20回

らくらく注文書のことが書

おおさかパルコープには９つのお店があります。
今回は粉浜店の水産コーナーを紹介します。

が食べたくなりました。（笑）

お知らせ

さ
ん

0120－409－555 FAX 0120－409－880
Ｅメールは info＠palcoop.or.jp

枚方市 杉原 美智子

お問い合わせやサポート登録などは、配送担当者
もしくは組合員サービスセンターまで

い て あ り、 初 め て 知 り ま し

※ご利用金額に応じた
割引もございます。

生産者さんのお顔が見れると

95円
（税込102円）

長い間パルコープを利用し

子育て
サポート

た。お年寄りや忙しい方には

無 料

その後

安心しますね。

赤ちゃんサポート

ていていつも買い物をしては

190円（税込205円）

良いですね。私はカタログを

通常

（そのまま）帰ってしまいま

１歳までの赤ちゃんが

妊婦さんも
※現在子育てサポート
いる組合員さんも
でご利用されてい
る、赤ちゃんサポー
ト対象の組合員さん
は４月より自動更新
（無料）となります。
※新たにサポートを
受けられる場合は、再申請が必要となります。

見るのが楽しみなんで、カタ

ログ派ですが⒮。あと「ミラ

４月より、母子手帳交付からお子さまの１歳
のお誕生日月の翌月末まで「個人宅配手数料」が
無料になります（要登録）

旬の活動が楽しい

さ
ん

フロレス」がいつも楽しみで

「赤ちゃんサポート」
がスタートします!

す…。機関紙を初めていただ

イベント情報を見てたら、

す。
「あるある」 ネタで笑え

個人宅配をご利用の組合員さんへ

交野市 上田 典子

い で す。（ お 店 で は ） ク リ ス

各地域で今時の旬の活動が判

１ポイント１円から商品利用に振替
えてご使用いただけます。消滅ポイ
ントは請求明細書をご確認ください。

いて、いろんな事を活用した

マスケーキを予約して金券が

ます。

2015年度の消滅ポイントの使用期限
は３月３回注文書です。

〈個人宅配手数料〉

「今は個人別で仕訳されて
て楽になったもんやなぁ」
「でも昔はその商品どうや
って食べるの？とか聞いて
たなぁ」

って楽しいです。

こちらの班に来るといつも元気をもら
えます！みなさんほんとに仲良しで、世
間話から、「この商品おいしいよ～」な
どの会話がよく飛び交っていて、私もそ
んなおしゃべりに混ぜていただくのが毎
週とても楽しみです！シートを広げて荷
分けをし、商品を見ながら話をする、と
いう班は昔に比べて少なくなってきてい
ますが、これからもずっとこんな班が続
いて残っていけばいいなと思い
ます。
（平野支所 坂口ことみ）
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いてるニュースをいつも楽しみ
にしてるんよ」
「
〝ことちゃん”
がこの商品がいいよーと書いて
くれてたら、ほな買おうかーと
いう気になるね」
「近況報告も
読んで、あー今週も忙しくして
たんやなぁと思てるねん」と温
かく見守ってくださっている様
子 が 伝 わ り ま す。
「 最 初 は、 若
いしちょっと心配してたの。だ
って自分の娘が大きいトラック
運転して仕事してるように見え
るから…。今は、上手にこなし
てくれてはるから安心よ」
。

担当者の き・も・ち ♡

近くに住む 年来の５人班。
この日は４人の方にお話を聞く
ことができました。実はその中
の１人は、ここから少し遠くに
引っ越されたのに「この仲間が
いい」と毎回自転車で荷分け場
に来ているそう。習い事が一緒
だったり、地域の親子サロンの
ボランティアで一緒だったり普
段 か ら 交 流 が あ る と の こ と。
「子どもが同じ年代だったこと
もあってね。今ではもう、誰が
注文したのか分からない商品が
出てきても『これは△△さんの
に違いない』と当てられるくら
いやわ」と好みまで把握される
ほどに。
２年くらい前から配送担当に
なった坂口さんのことを〝こと
ちゃん”と呼んでいる班のみな
さん。「〝ことちゃん”が毎週書

週１回決まった曜日の決まった時間に「班（グループ）」で集まっ
て、和気あいあいと荷分けされている組合員さんが多くおられます。
今回は、大阪市東住吉区にある、木曜日の班におじゃましてお話を
お伺いしました。

当たったりし

ポイントの使用期限に
ご注意ください

て楽しみ一杯

共同購入（班配・個配）の組合員さんへ

“ことちゃん” が書いてるニュースを

楽しみにしてるんよ♪

お気に入り商品は、
「生協のもやしは紙袋い
りで日持ちが良いのが好きやわ。ウチは湯が
いて、余ってる餃子のタレをかけて食べると
おいしいよ」
「田楽みそおでんが便利やわぁ。
おかずが足りないとき、湯せんで温めたらい
いだけ。味噌も付いてるし」などなど

です。

班におじゃましま～す その14

パソコンメールや携帯電話メール
でのお便りは下記のアドレスへ
paltime@palcoop.or.jp

火～金 ９：00～18：00）

http://www.palcoop.or.jp/au_ ji/paltime.html からご覧いただけます。
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