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 メラ機能のある携帯電話
カ
はこれを読み取るとアドレ
ス入力のかわりになります

わが家の現在・過去・未来

１２９号の「生協の現在・

お店の熊本産メロン

粉浜店のオープンで入会し

過去・未来」を読んで。私は

ん

ました。熊本の大地震があっ

３人の子どもを育てていた

さ

た後、店頭に熊本産のメロン

時、
“子どもたちに安全なも

山下 百合子

が 沢 山 置 い て あ り ま し た。

のを食べさせたい”という思

都島区

“不揃いのメロンですが”と

いからお世話になることにし

さ
ん

生産者さんの名前もありまし

ました。３人とも成人しまし

年

35

住之江区 松井 佐知子

た。１玉買いは少し多かった

たが、子どもたちも私が

間やってきたように、安全と

のですが、お店の方が「ご試

食どうぞ」とのことでいただ

いう事から購入しています。

コープのチラシを見るの
が至福のとき…

さ
ん

大阪

きました。さっぱりとした味

で、私の口に合いおいしかっ

たので購入しました。熊本県

に協力をと思い、また普段の

小野 藍

毎日の買い物で小さい子ど

都島区

嬉しかったです。色々な事に

もたちを連れて行くのですが

半値くらいと知り、またまた

対応するコープさん、自分の

一目散にお菓子コーナーへ。

shop
New farmer's Work
）

（産直青年生産者団体

日本の自給率は39％といわれており、農家の高齢化が進む一方で、継承し日本の農業を継続させている、青年も
多くいます。今回は、おおさかパルコープの京橋事務所に、全国から20産地の青年農家が集まります。
パルコープでもおなじみの、紀ノ川農協（和歌山県）、肥後農産出荷組合（熊本県）、多古町旬の味産直センター
（千葉）の生産者も参加されます。ぜひご参加ください。

11月26日（土）10：30～14：00

日

時

場

所

パルコープ京橋事務所（本部）

定

員

300名（申し込み多数の場合は抽選）

紀ノ川農協
畑 幸秀さん
募金

“青年” 生産者交流会
の参加者募集
くわしくは「ぱるタイム 130 号」
８ページ

1416

パル委員アンケート

設問は「ぱるタイム 103 号」

カンパ

東北支援募金

1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

申し込み方法

今回の熊本地震では、家も
圃場も作業施設も大きな被
害を受けましたが、皆様の
温かい励ましと多大なるお
見舞金のおかげで、秋の収
穫を始めることができまし
た！感謝いたします。

11月26日、全国若手生産
者がパルコープさんに集
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まります！組合員の皆様
との交流、楽しみにして
問い合わせ先 組合員活動部 ☎06-6242-0904（月～土 ９：15～18：00）
おります！是非ご参加く
主 催：New farmer's Workshop（産直青年生産者団体）
ださい！
問６

問５

問４

ぱるタイムのバックナンバーは

問３

力：生活協同組合おおさかパルコープ

問３

協

11 ページ

問２

11月２回OCR注文書アンケート欄に
参加人数を記入してください

問１

【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）

家から少し離れていますが気

9

＊ホームページの予約専用フォームでも予約できます（上記QRコードから）

in

～全国から青年生産者が集まり、消費者との交流を行います～

申込

＊ご予約はパルコープ全店舗のサービスカウンターでうけたまわっております

←おせちの種類や詳細情報はこちらから
http://palcoop.f-develop.com/shopping/shop/
yoyaku_osechi.html

青年生産者との交流会

アンケート記入欄

←ケーキの種類や詳細情報はこちらから
http://palcoop.f-develop.com/shopping/shop/
yoyaku_christmas.html

の予約受付

●ご予約承り期間
2016年12月20日
（火）
まで
●お渡し期間
2016年12月29日
（木）
～12月31日
（土）

野菜や肉・魚を見ていると、

の予約受付

●ご予約承り期間
2016年12月14日（水）まで
●お渡し期間
2016年12月23日（金・祝）～12月25日（日）

おせち

に入っています。よろしくお

マスケーキ
クリス

■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

〒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

横からスーッと手が伸びいろ

今年のクリスマスはどのように過ごす予定でしょうか。お店では、巷で人気のあるお店のケーキや、大山乳業さんのケー
キ、オードブルなども予約できますよ～♪おせちもご予約くださいね。

を
ご意見・感想
い。
さ
だ
く
お寄せ

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。

願いします。

ご予約商品はぱるるんカードのポイント５倍

万能な食材♪

お店のクリスマスケーキは事前予約で

んなものをつかんでくるわ、

おおさかパルコープには９つのお店があります。今回は
クリスマス予約＆おせち予約についてご案内！

さ
ん

※この花に汁が目に入ると眠くなり、次に目覚めた時、初めて見た人を好きになるというもの

枚方市 上田 智子

2017年３月６日（月）・10日（金）
会場：大槻能楽堂

買い忘れもしょっちゅう、ま

「茂山狂言会」

「ＣＯ・ＯＰとりとんボー

各２回公演

クリスマスコンサート」

さに戦場…。子どもたちが寝

第89回例会



12月13日（火）・14日（水）
会場：いずみホール

ル」を早速注文しました！製

３回公演

たあと、コープのチラシを一

き…♡商品もですが、毎週チ

第88回例会 「しっとりとしたヨーロッパの

(*^_^*)

造工程を読み、本当に安全・

さ
ん

ラシが届くのも同じくらい楽

プラハ・バロック合奏団

担当の方のお

イス的に隠されています。通
にはたまらない そしてオリ
ヴィアは？パックの ※魔法の
花の威力で本当はライサンダ
ー役のディック（丸山厚人）
と両想いになりたいのに目の
前に居たジョー・Ｅ・ブラウン
（植本潤）に一目惚れ。役者
達はカトケン事務所初出演が
多く張り切っていました。映
画人入り乱れる中、あばずれ
と陰口を叩かれたリディアと
ワーナー が真実の恋を実ら
せ、オーベロンはオリヴィア
とディックに幸せを譲りこれ
ぞ究極の愛の姿だとハリウッ
ドのシェイクスピアは教えて
くれたのでした。メンデルス
ゾーンのワクワクする曲と共
に…。 
（はるる）

これからの例会のお知らせ

人ゆっくり見るのが至福のと

最近、地域活動に参加して

しみな私…

●入会金2,000円 月会費1,050円
会費は毎月生協の登録口座から引き落とし
※基本は３人以上のグループ加入ですが、
１人からでも加入できます。
●問い合わせ 組合員活動部
☎06－6242－0904 FAX06－6242－0926

地域活動で感動

なお野菜と一緒に鍋料理や鉄

います。いろいろ勉強してい

便りもあって、それが私の今

パルコープの組合員さんと、その家族なら
誰でも入会できる積立式の鑑賞会です。年３
～４回の例会があり、さまざまなジャンルの
舞台を生で楽しめます。

安心の食品なのですね。子ど

板料理・スープの具や、いろ

けばいくほど、コープの製品

の楽しみのひとつです♪これ

ごいっしょに

新 会員 募 集 中

四條畷市 廣直 雅美

いろな調理の仕方がありそう

の良さと皆さんの品質に対す

からも毎週ワクワクして待っ

た演出家Ｍ・ラインハルト
の初監督映画「真夏の夜の
夢」の撮影が始まろうとし
ていました。ドイツなまり
「ダス」を連発する小宮孝
泰ラインハルト、そしてワ
ーナーブラザーズとのやり
取りも絶妙。できすぎた話
のようでもありますが、オ
ーベロン達は本人役で出演
がきまり、右往左往。そし
てハーミア役のオリヴ
ィ ア に 一 目 惚 れ、
「か
ら騒ぎ」の中のセリフ
を 呟 く の で す。
「我輩
はあの胸に生きあの膝
の上で死にあの目の中
に葬られたい…」この
ように随所にシェイク
スピアのセリフがスパ
?!

コープシアター
大阪 あなたも

もたちに食べやすく、いろん

で万能な食材になりますね。

るプライドを感じて、ちょっ

ひいらぎ

コープシアターカ
トケンワールド第３
弾は、シェイクスピ
ア喜劇「真夏の夜の
夢」をベースにめく
るめくハリウッドの
映画人達が交錯する
ケン・ラドウィッグ
のラブコメディ（日
本初演）。前回の「川
を越えて、森を抜け
て」とはガラリと趣
きを変え、妖精王オ
ーベロンを演じる加
藤健一がきらびやか
な緑ずくめの衣裳で現れま
す。伴う妖精のパックは加
藤忍が好演です。このお話
ではオーベロンは３組の婚
礼をとり行ない、疲れてア
テネ近郊の彼らの居場所、
魔法の森へ帰るつもりなの
ですが、何をどう間違えた
のか森は森でも柊の森ハリ
ウッドに不時着。時は１９
３４年。ドイツから亡命し

エル・シアター

この冬のわが家のお鍋に欠か

９月20日・21日

http://www.palcoop.or.jp/au_tori/au_tori_cinema.html

てます！

ハリウッドでシェイクスピアを

と感動しています。

第87回例会

せなくなりそうです！

加藤健一事務所

千

熊本県
上益城郡御船町
米田 真吾さん

百

新規就農、田舎暮らし相談会もします！

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