「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

134号
2017.2.27

公

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

134号

2017.2.27

告

組合員理事推薦の申し出について

2017年の役員選任を、定款第19条及び役員選任規約第５条にもとづき、下記の通り行います。
2017年２月27日
生活協同組合おおさかパルコープ
理 事 長
乕田 喜代隆
組合員理事の区分と定数
◆区分：地域区 定数10人




１

地 域 区
パル北ブロック（枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・交野市）
パル南ブロック（大阪市）

２

定数
５
５

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。

これからも購入したい

平野区 久保 冨江
さ
ん

物流センターへ
見学に行きました

岩佐 希
さ
ん

方物流センターへ見学に行か

枚方市

の人参は美味でいつも購入し

せていただきました。農薬や

１３３号で「肥後人参」の

ています。生産者の方の中に

放射能検査などとても安心・

先日、パルコープさんの枚

は（昨年の熊本地震で）家が

安全で運ばれてきているのだ

記事を読みました。生協さん

全壊してもがんばっている方

ん

と安心しました。

さ

地球温暖化防止につながる

森 貞香

がおられるとの事。これから

もずっと購入したいと思いま

した。
交野市

（１３３号の）「冬のエコラ

イフにチャレンジしよう！」

を 見 て、
〝サンゴが白くなっ

ている”
〝夏が暑い”
〝冬のド

カ雪”…どれも地球温暖化に

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。

よる現象です。家庭の中でも

2016年度の消滅ポイントの使用期限
は３月３回注文書です。

ちょっと気をつければ地球温

ポイントの使用期限に
ご注意ください

暖化防止につながります。一

共同購入（班配・個配）の組合員さんへ

人ひとりが気をつけていきた



いものです。

推薦の申し出方法と締め切り日
 組合員理事への推薦を希望する者は、下記の窓口に規定の届出用紙をもって申し出を行ってくだ
さい。それ以外では受理できません。推薦の申し出があった場合は、当該の組合員組織が申し出者
の組合員活動の経験や、地域の組合員からの信頼等を検討の上推薦の有無を決定します（当該の組
合員組織は、組合員活動委員会です）
。
窓口：生活協同組合おおさかパルコープ 組合員活動部
（TEL）06－6242－0904
（FAX）06－6242－0926です。
申し出にあたっての届出用紙は、上記窓口に請求して下さい。申し出は、本人から直接行な
ってください。
申し出の締切日は３月10日（金）正午までです。
（月～土：午前９時～午後６時が受付時間です）
役員選任は2017年の通常総代会で行います。
⑴通常総代会の日時および場所
＊日時 2017年６月６日（火）午前10時～12時30分
＊場所 松下ＩＭＰホール
⑵理事会が決定した区域別の役員定数（2017年２月３日現在）
理事
定数 28名
（地域区）組合員理事
〈地域選出〉
10名
（全域区）組合員理事
〈組合員活動企画委員会選出〉
４名
（全域区）常勤理事・有識理事
14名
監事
定数 ６名
 なお、役員選任議案は通常総代会に提案し、出席した総代の過半数で可決されます。
以上

３

孫も大好きな人参料理

旭区 信吉 敬子
さ
ん

商品を購入で
少しでも力になれば

ん

生産者の顔や思いが知れて

さ

くボイルしてから輪切りにし

毎 回 特 集 が 楽 し み で す。
（肥

大東市 早川 真希

て天ぷらにすると、とても甘

後人参の生産者さんが）被災

人参がおいしいですね！軽

くておいしいですヨ！孫も大

されたみたいで一刻も早い復

興を願っています！頑張って

く だ さ い。
「恩納村産味付糸

もずく」 も楽しみにしてま

す！商品を購入して少しでも

力になれればと思います。

好きな料理です。人参ジュー

スも喜びます。

さ
ん

洗濯表示の変更について

寝屋川市 成田 直子

（１３３号の）洗濯表示の

変更について、分かりやすく

て参考になりました。全く変

更になることを知らなかった

ので。
11

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

お知らせ

第21回

なにわ人形芝居フェスティバル
～逢坂・花参り～

ずっとボラの会も出展

おうさか

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２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：１日入場券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://isshinji.net/ningyoufes/index.html

ぱるタイムのバックナンバーは http://www.palcoop.or.jp/au_ ji/paltime.html  からご覧いただけます。

みんなで
歩こう

ピースリレー 2017
～平和のおもいをつなげよう～

５月16日
（火）

沿道のみなさんに平和の大切さをアピールしながら、
御堂筋を歩きます。すこしでもいっしょに歩いてみませ
んか？途中からの参加や途中抜けもＯＫ！

の御堂筋を
春の
を歩
きましょう

ミニコンサート

中之島中央公会堂

ことりさん
（鳥居 愛）

本町（久太郎町）
11：50ごろ通過

＊プロフィール＊

心斎橋

2015年５月から活動中のウクレレシ
ンガーソングライター。幼いころか
ら歌と絵本に慣れ親しんで育ち独学
で学んだウクレレで、京都や大阪を
中心に音楽を届けています。

12：10ごろ通過

なんば

12：30ごろ通過
13：00ごろ解散

★ グループ活動とは… ★
組合員さん５名以上集まれば、どなたでも参加でき
る活動です。活動テーマを決めて“自主的・自発的”
に、くらしや社会のことを考えます。

◦高齢者の健康づくりと予防

現在27の
グル－プが
活動して
います

◦食生活や食育について学ぶ
◦子ども達のために平和を伝えるために学ぶ
◦環境問題について考える


今年から
５月に
かわるよ

元町中公園

お友だちと楽しく一緒に
『グループ活動』
を
やってみませんか？

グル－プ活動の内容紹介

＊プログラム＊
10：00 開場
10：10 開会宣言
10：20
～
ミニコンサート
10：55
11：15 リレースタート

▲昨年のピースリレー2016
のようす

など

※活動費の補助があります

子育て奮闘中のお母さん、
成長期のお子さんのいるお
母さん、
子どもが手を離れて時間が
出来たし…
食や暮らしのこと学んでみ
たいなぁという
お父さん、お母さん、
気軽におしゃべりしながら
、
楽しく学んでみませんか？
？

新しい「グループ」を立ち上げたい方は
ぜひ、
グループ説明会にご参加ください。
日 時 ４月３日（月） 14：30～16：00

申込締切 ３月24日（金）17：00まで

場 所 パルコープ京橋事務所（本部）３階
参加申し込み・問合せは
組合員サービスセンター（９ページ下参照）へ
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