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2016.6.27

2016.6.27

なら
パル・よどがわ・
組合員さんの

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

号の解答】
カツオタタキ

応募総数 262通
正解者数 253通

125

⑤人々が多く住んで、商工業
や文化活動のさかんな地域
⑦製造日を含め品質が保たれ
る期間がおおむね五日以内
のものに表示
⑨家の中の部屋をつなぐ細長
い通路
⑩ホワイト
⑫ファクトリー
⑭他人の説・意見に同意する
⑯自分ひとりのやり方や発送
で物事を行うさま
⑰イノシシの子
⑲「農業協同組合」の略
打ち破ること
鵜飼で、鵜を操って魚をと
らせる人
物事の始まりとなる所

【
アジ サイ キラ ク
シユ ンカ ン ツ レ
ユウ ヤ サカ ナ
タ イキ バンセイ
カクン ニオイ
イ タ クラン ス
フルー ツ トキ ワ
クナン ノウソ ン

タテのカギ

① ←→前
②非常によい考え
③農業で生計をたてる世帯
④大形で雑食性のサル類
⑤植物の体表にあるとがった
針状の硬い突起物
⑥決まった食事と食事の間に
物を食べること
⑧昨日
⑪中年以降に、手・背中・顔
面などの皮膚に現れる褐色
または黒褐色の色素斑
⑫芳香を発散する物質の総称
⑬ ←→手動
⑭物事をうまくなしとげるす
ぐれた能力
⑮ ←→別居
⑱手に持てるくらいの細長い
木・金属・竹など
⑳モ～と鳴く
好みが粋であるさま

ヨコのカギ

①今年は７月 日
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回答者：
（株）
クラブコスメチックス

山本 絢香さん

2

4

バランスの良い眉で若々しく見せる
【位置】

①眉の長さは目の幅と同じくらい
②眉尻が眉頭より下がらない
③眉山は眉全体の1/3の位置
④眉の太さは黒目の半分
【書き方】

①眉山→眉尻
②眉頭→眉山

眉頭は薄めに
書くと自然な
眉に！

＝ワンポイントアドバイス＝
☆ペンシルを寝かせて書くとふわっとナチュラルに。
☆なだらかなカーブの眉にするとさらに若々しさがUP！

★ 今月のプレゼント
コープ アイブロウペンシル ブラウン系


専用シャープナー

BR102

定価 本体381円
（税込411円）
定価 本体300円
（税込324円）

74

じゅつ

Ａ

れ

眉を書くのは難しいで
すよね。しかし眉は、
顔の印象を左右する大
事なポイントです。
ペンシルタイプのアイブロウ
で、毛を一本一本書き足すよう
に書くことで、バランスの良い
ふんわりとした眉に仕上がりま
すよ☆

（眉山）
3 （眉尻）

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

ヒント：鰻を食べよう

★マイナス５歳若返る！？眉の書き方★
（眉頭）
1

NO.77

23

き い の術

Ｑ

11

13

※「カツオノタタキ」という誤答が数件ありました

シニア世代に
ぴったりのまゆげ
の書き方を教えて
ください。

初参加の方が１５名・小中学生が５名、２台のバスに分
かれ活動しました。陸前高田市では芝生･花壇の雑草取
りや復旧した田んぼの溝清掃・
「碁石海岸観光まつり」で
出店応援など、大槌町では「はーぶの郷」でラベンダー園
肥料散布・バジル園づくりなどで汗を流しました。
今回は、熊 本の被 災 地 支 援
から戻られたばかりの遠 野ま
ごころネット理 事 長 臼 澤さん
から、熊 本の 現 状と被 災 地で
の後方支援の大事さについて
お話を伺うこともできました。

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。
２

メイクアップを
楽しみましょう

今回は
セットで
10名さまに
プレゼント！
125号での応募は
88名でした。

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）
クイズの答え、または「コープアイブロウ
ペンシル希望」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
ールでご応募ください。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
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東北応援バス報告
（5月2日〜5日） 65名参加

出題：溢

１

2016年度 第2回

■締め切り ７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。

熊本地震で被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
くぎ こ

陸前高田市の語り部・釘子さんは
「自分はいま駆けつける
ことはできないが、今回は津波とは違い、活断層による直下
型地震（内陸災害）の恐ろしさだ」
と前置きしながら、
自分の
体験から避難所運営のことなどをFacebookで発信を続け
ておられます。災害規模が大きい時ほど行政任せにせず、避
難生活では住民自らができることはやりましょう…と。例え
ば、得意分野を活かして役割分担を で、集まっている住民
はそれぞれにできることがあるはず。現役かどうか問わず、
ある人は大工さんや看護師さん、
また別の人は運送屋さん
など、地域は様々な仕事で成り立っている。
また中学生以上
なら体力もあり物資運びやラジオ体操もできます。一方、行
政職員は当面のことだけでなく、先々のことも考えて動いて
欲しいと。
東日本大震災から5年、
この間FacebookなどのＳＮＳが
大きく広がっています。
このネットワークを発信する側も受け
取る側も上手に活かすことで、教えあい・助けあうことも
多々あるでしょう。
そして
「今度はこちらから恩返しと…」三
陸沿岸の各地で募金活動にも積極的に取り組ま
れています。
（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）
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

＜今後の予定＞ ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
7月3日
（日）

会 場
忍ヶ丘 店

時間は
10時〜15時です。

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

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
（6月5日）
◎榎本ふれあいまつり 売上げ35,400円（たこ焼き含む）と募金99円
◎星ヶ丘店 売上げ43,250円と募金（熊本527円、東北1,954円）

震災から5年後の現地の印象は︑
﹁復興までまだまだ時間
がかかる﹂の一言につきました︒
3年前に﹁かさ上げ工事のため伐採するので今夜が最後
の花 見です﹂と町 会の方々が準 備する横で何とも言 えない
気 持ちで写 真に撮った︑元 赤 浜 小学 校の跡 地の樹 齢 1 0 0
年の桜︒今回 ︑
﹁あのあたりでしたよ﹂と教えてもらい海側
から見上げてみましたが︑土の山と工事車両が見えるだけ
でよくわからず︑またもや何とも言 えない気 持ちになりま
した︒うれしい変化もありました︒3年前にビニールハウス
のツタ類の除 去 作 業をした場 所には﹁まごころ就 労 支 援セ
ンター﹂という立派な建物が建っていたこと︑3年前には営
業していなかった﹁小川旅館﹂での宿泊とおいしいたくさん
の食事をいただけたことなどです︒
今回の参加申し込み後に熊本震災が起き︑熊本に背を向
けて東北へ向かうことに複雑な気持ちもしていました︒世間
の関心が熊本に集中しているからこそ忘れていないとのメッ
セージを東 北に届けることも大 事だし︑現 実 的に自 分 が熊
本へ駆けつけることはできないのだから︑と自身に言い聞か
せながらの参加でした︒
︵港区・岸本さん︶

応募方法は下記をご覧ください

よどがわ生協・ならコープ合同企画

お1人でも
ご家族でも

2016年度 第4回「東北応援バス」参加者募集
【日程】8月19日
（金）
〜22日
（月）【申込締切】7月15日
（金）
【募集定員】30名（3生協定員・最低実施人数15名）
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
【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
参加者にご案内します
（締切後、
約1週間後）
＊持ち物などの詳細は別途、
＊宿舎は男女別・相部屋です
ボランティア保険・宿泊費・食事代（1日目以外）
などを含みます
＊参加費には、
＊天候不順などにより中止になる場合があります

【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/tohoku̲bus/

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↑

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5月20日）
15,156,944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）

※ 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/
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