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営業時間／朝９時～夜10時まで
※12月31日は朝８時～夜８時まで

ポ ５倍

21日（水）

22日（木）
ポ ５倍

シニア
ハッピーデー

〈東都島店・
星ヶ丘店のみ〉

ぱるるんカードの
ポイントが５倍

年の瀬クーポン

〈お渡し〉
12月21日（水）～25日（日）
〈ご利用〉
12月26日（月）～28日（水）
・お得なクーポン券
・全15アイテムで
使えます
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20日（火）

23日（金）

24日（土）

25日
（日）

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

ぱるるんカードで
コープ商品
５％引きの日

年の瀬クーポン
26日（月）

27日（火）
シニア
ハッピーデー

年の瀬クーポン
２日（月）

店休日

伊達巻・迎春かまぼこ10％引き
お米５％引き、
生理用品・化粧品10％引き

お渡し日

28日（水）

29日（木）

30日（金）

31日（土）

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

ぱるるんカードで
コープ商品
５％引きの日

朝８時～
夜８時まで

ご利用日

しめ縄・迎春リース10％引き

2017年１月１日（日）

店休日

３日（火）
初売り
お楽しみイベント
（各店にて）

年始は３日から営業いたします
（朝９時～夜10時まで）

【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）

（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）
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11月20日）
20,068,774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）

最終日の海岸清掃でお世 話に なっ

12月19日（月）

おおさかパルコープには９つのお店があります。今回は
年末年始のスケジュールをご紹介。

3.11被災地の復興応援を大阪の地でも続けようと、
「ずっとボラ」という会がパルコープに結成されて3年半
です。2012年度からの東北応援バスの参加者をはじめ、
岩手まで直接の応援に行けないけれど大阪でなら…と
いう方々の有志の集まりです。この会は、毎月1〜2回、生
協の店舗敷地内や地域のイベント会場で「復興応援グッ
ズの販売」で応援を続けていただいています。
先日、会の世話人の方々が応援商品の生産者を訪れ、
被災からの復興の歩みや今のご苦労を伺いました。その
一つとして、今夏の台風10号の被災地になった岩手県岩
泉町を視察しながら、老舗のお菓子屋さんや道の駅で唯
一仮営業が始まったばかりの直売所も訪問させていた
だきました。
今回の河川氾濫は、直接的には台風による集中豪雨
が原因でしょうが、現地を見た中で河川敷や橋の袂に
残っている流木の多さでした。地元の方の話から、山の
管理をおろそかにしていることが遠因ではと思わざる
を得ませんでした。この台風被害支援に組合員さんから
寄せられた募金が、岩手県では 義援金と家電購入支援
金 として届いたことを知り、被災地を後にし
ました。

た現地社団法人の岩城さんと話す中

年末年始のお買い物はパルコープにおまかせ！！

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

で︑故郷を愛する若者の気持ちがす

手持ちの洋服を
登録すると色や柄
・コーディネート
を読み上げてくれ
る現在開発中のス
マホアプリを体
験。モニターをしている組合員さんはこの日に購
入を決めたスクロールの衣料品をその場で登録。

＜参加取引先様など（略称・順不同）＞
メイショク、アマタケ、ダイマツ、紀ノ
川農協、ふくれん、野村佃煮、イニシオ
フ－ズ、全農ミ－トフ－ズ、マルイ食
品、いかるが乳業、巽製粉、小川珈琲、
トップ産業、アズマ工業、スクロ－ル、
クラブコスメチックス、ナリス化粧品、
サンスタ－、清水産業、アイメディア、
カワタキコーポレーション、シノノケ
ンシ、コネクトドット、生活サポ－ト、
グループ
「さざ波」
、ずっとボラの会

NO.83

ごく伝わってきました︒地元のため

側
このブーツ、内
♪
がフカフカやね

パルコープのお店
年末年始お楽しみカレンダー

ひとつの大きさが分かるように、アル
ミホイルで包んで触れるようにした“若
鶏手羽中のしょうゆ焼き”。「この大きさ
なんだ！食べやすそうだね」。

コネクトドット

この秋冬の衣料品・靴など
着心地や手触りなど確認。

スクロール

“肌診断”を体験した組合員さん
は「めったにこういう機会がないの
で良かった。プロにメイクの色など
を見てもらえて嬉しかったわ～」。

に・故郷のために何とかしたいとい

“毎日食べたい
プレーンヨーグル
ト”は「自動注文し
てるよ」の声も。

う強い気持ちがないことには︑なか

いかるが乳業

なか終わりの見えない海岸清掃や地

マルイ食品

域のためのいろいろ

クラブコスメチックス

な活動はとてもでき

おすすめの雑貨
をボランティアチ
ームのみなさんが
説明。

ないと思います︒

ボランティア
チーム

自分は地元のため

む）

参加111名（ガイドさん子どもさん含



地域のためという気

10月29日（土） 京橋事務所（本部）

持ちをあまり持てて

ボランティアチーム主催

「三 陸ひとつなぎ自然 学
校」は東日本大 震 災直後か
ら地元の復旧・復 興を志し
た人たちが2012年4月に立ち上げた団体です。現在
も『地域のために立ち上がり、挑戦する人が多いまち、
釜石』というビジョンのもと復興まちづくりの活動を
続けており、私は主に 未来を担う子ども達 と関わる
活動を担当しています。パルコープの職員の皆様には、
8月に発生した台風で被害をうけた、地元漁協の鮭・
ますの孵化場や漁師さんの活動エリアである海岸清
掃を行なっていただき、ありがとうございます。
釜石にはたくさんの『かっこいい』人達がいます。釜
石がもっと素敵な場所になるよう、私もそんな人達と
共にまちを盛り上げていきます。

い な い の で︑少 し 考

２年ぶりに開催され
た「視覚障がい者のた
めの商品フェア」には
27のメーカーさんやグループが参加され盛りだくさん！組合員さんは
ガイドさんと一緒に各ブースをまわり、生産者の方の説明を聞いたり
話し込んだりと商品のことがよく分かる機会になりました。
今回は「かんたん！便利！おしゃれ！」をテーマにボランティアチ
ームおすすめの商品を選びました。特に、スクロールの衣料品はいつ
もの倍の 100 点以上を展示してもらい、もっとおしゃれを楽しんでほ
しいとの気持ちが表れていました。

職員も引き続き、被災地に寄り添って活動しています。
えさせられました︒

視覚障がい者の
ための商品フェア

岩手県釜石市
三陸ひとつなぎ自然学校
岩城一哉（がんちゃん）より

〜2016年 岩手 職員被災地支援研修〜

寝屋川支所︶

第９回

岩手から関西のみなさんへメッセージ

︵北村さん・

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

触って  
食べて   聞いて
お気に入りみーつけた!!

8月末の台風10号で大量の
流木・ゴミなどが漂着した
釜 石市「室 浜 漁 港」清 掃 の
お手伝いをしました
第 4 回 9/12 日
（月）
〜16 日
（金）
井手さん・よどがわ市民生協
竹下さん・西成支所
近江さん・よどがわ市民生協
滝野さん・鶴見支所
岸田さん・よどがわ市民生協
松本さん・寝屋川支所
第 5 回 10/26 日
（水）
〜30 日
（日）
杉さん・事業支援本部・教育
大森さん・都島支所
宮部さん・事業支援本部・教育
岡﨑さん・内定者
田中さん・内定者
第 6 回 11/1 日
（火）
〜5 日
（土）
下浦さん・南寝屋川支所
北村さん・寝屋川支所
林田さん・北枚方支所
第７回 11/24 日
（木）
〜28 日
（月）
（福島県沖地震のため活動見合わせ）
※所属は現在のものです

※上記以降も来年３月まで実施予定

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

2017年 1月8日
（日）
2017年 2月5日
（日）

会 場
つ る み 店
枚 方 公 園 店

時間はいずれも
10時〜15時です。

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎西くずは店
（12月4日）売上げ 59,900円と募金 921円

パルコープで取り組んだ「岩手県・北海道台風被害支援募金」に
ご協力ありがとうございました
組合員のみなさまからお寄せいただいた
「岩手県・北海道台
風被害支援募金」は、9,591名に協力いただき、3,038,835円
集まりました。岩手県生協連に1,520,000円、北海道生協連に
1,518,835円を送金します。引き続き寄せられる募金について
は、岩手県生協連に送金します。
また、取り引き先様のコ・ジャスナ
（北海道）
へもパルコープか
らお見舞金をお渡ししました。

「熊本地震緊急募金」の第２回の送金を行いました
最 終 金 額は総 額19,222,392円 の 募 金でした。その 残 金
367,353円を、
１０月末に日本生活協同組合連合会を通じて被
災地の義援金支援金としてお届けしました。

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