「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

140号
2017.8.28

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。

玄関灯をＬＥＤに！

寝屋川市 河井 眞由美
浅井 優子

お野菜作りありがとう

四條畷市
さ
ん

ＪＡながの「高原野菜ボッ

クス」生産者様へメッセージ

を届けていただいた記事、嬉

しかったです。前の記事では

「大阪の親戚へ届けるよう

に」 とのスタートに心温ま

り、今回は作業されている畑

が斜面で歩きにくいところと

いう事を知り驚きました。お

【返却の際のお願い】箱の中に注文書は入れないでください。見落とす原因になります

2018年の総代会に向けて、
「機関紙ぱるタイム」及びパ
ルコープの各事業所とパルコープホームページで６月26日
（月）
より総代選挙公示を行い、立候補を受け付けました。
７月28日
（金）
正午に立候補を締め切り、全ての選挙区で
定数通りの届けがありましたので、全員を当選とし、2018
年総代が決まりましたことを報告します。選出された総代
の選挙区と氏名は、８月28日
（月）よりパルコープホームペ
ージに掲載し、
各施設に掲示いたします。

2018年総代選挙管理委員会 委員長 原田 貴子

講師は組合員さんです

コープカルチャー
秋の 生徒再募集！
各組合員会館や組合員集会室で、さまざまな
カルチャー講座を行なっています。

さ
ん

夕方から点けている玄関灯

をＬＥＤにかえようと思って

さ
ん

います。結構長時間点灯して

いるので効果あるかも。

歳が待ち遠しい

65
枚方市 本田 紀子

子育ての情報が多く、高齢

者の話題は少ないように思い

とても喜んで く れ ま す

さ
ん

寝屋川市 上井 きぬ

完成！

※１
※２

11

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

～おおさかまるごと～

発砲スチロール箱は３個組で重ねられます

140号

2017.8.28

2018年 500名の
「総代」
が決まりました

医療福利生協の気軽にできる健康づくり

個人宅配などで商品のお届けに使用している、白い発砲スチロール
箱。「保管時にかさばってじゃま…」というお声もうかがいます。実
は重ねてコンパクトにできるようになっているんですよ。ぜひ試して
みてくださいね。

フタは
別にしてね

65

野菜作りいつもありがとうご

発泡スチロール箱の
返却までの保管方法

ます。私はまだですが、 歳

12月１日（金）
会場：門真ルミエールホール

娘 に 荷 物 を 送 る 時、「 富 山

宇崎竜童弾き語りライブ

ざ い ま す。
「高原野菜ボック

第92回例会

10月24日（火）・25日（水）
会場：エル・シアター

ス」注文します、ささやかな

第91回例会

関西芸術座「徘徊」

がら応援しています。

１９８２年オペラとバレ

エの劇場をオープンしま

した。舞台セットやプロ

グラム内容は子どもにも

理解しやすく作られてい

ますが、踊りにもちろん

ブルーバードが目を引き

手抜きはなく、全身全霊

その哀愁を拭い去るよ

ました。バレエの素晴ら

あげてのハイライトは見

湖、日本人が好むこの曲

うに３曲目の眠れる森の

しさに加えて近年躍進目

これからの例会のお知らせ

から参加できたり、割引のあ

●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

65

コシヒカリ」を一緒に送って

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。

ほしい。 歳が待ち遠しい。

新 会員 募 集 中

る場所の楽しみ方など載せて

記念すべ

90

回目の

13

き

例会は 年

ぶりのクラ

ごいっしょに

シックバレ

立っているバレリーナ達

コープシアター
大阪 あなたも

ＮＨＫ大阪ホール

エ。無言劇

け で 喜 び、 悲 し み、 驚

の、すらりとした姿勢の

ともいわれ

き、愛、希望を現してい

よさに圧倒されながら始

るバレエは

き ま す。 幕 が 上 が る と

ま る「 花 の ワ ル ツ 」
。ピ

言葉を話さ

「くるみ割り人形」のお

ンク色のチュチュ衣裳も

ず、美しく

菓子の国が現われます。

甘さ抜群です。主役の金

適切な仕種

色とりどりのお菓子の数

平糖の精を踊るのは日本

と足の運び

々。子ども達がここに居

人バレリーナ長澤美絵。

は王子と白鳥姫オデット

美女。最も華やかな 歳

覚ましい日本人バレリー

応えがあり、全幕で見て

の心理描写が難しく、儚

のオーロラ姫、ヤーナ・

ナ（ノ）の活躍をキエフ

みたいとの想いにつなが

なげなクリスティーナ・

グバノワの登場です。脚

でも見られ、感激した宵

す。ここでも長澤美絵の

カダシェヴィチのオデッ

力の秀れた溌剌とした眠

でした。  （はるる）

迫ってきます。

トと筋肉質のジークフリ

り姫は、王子の求婚で目

ります。２曲目の白鳥の

ートのイワン・ゴズロフ

覚め結婚式が挙げられま

※３

との対比がアダージオで

舞台奥に設けられた幕
幕が上がった際にポーズをして舞台に立
っていること
※３ 古典バレエの作品で男女ペアで踊るグラ
ン・パ・ド・ドゥと言われる踊り。アダー
ジオ、ヴァリエーション、コーダで構成

ご存知
ですか？

７月７日（２回公演）
手の動きだ

たらワァーッと歓声を上

相手役はリフトの巧みな

ク。キエフクラシックバ

レエは、ウクライナにあ

るバレエ団で、元キエフ

国立バレエのプリマ、テ

チアナ・ボロヴィークが

芸術監督を務めます。子

どもの頃から本物の芸術

に触れ、価値を見い出し

てほしいとの願いから、

16

※１

げそうなホ リゾントいっ

イーゴリ・ホミシチャッ

※２

ぱいのセット、板付きで

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

います。とても喜んでくれま

チャイコフスキー 夢の三大バレエ

第90回例会

すよ。

キエフクラシックバレエ

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

健康チャレンジ
2017
健康で楽しい生活を続けるために、
「何か始めたいけどきっかけがなくて…」
「ひとりではなかなか続かなくて…」という方に朗報で
す。生協大阪府連の
「おおさかまるごと健康チャレンジ」
に
参加してみませんか。
今年からキッズコースも出来ました。

◎組合員の方であればどなたでも受講できます。
◎費用は一回につき1,000円以内で、講座により
月に数回開催します。
★講座内容や申し込み方法はホームページをご覧ください
http://www.palcoop.or.jp/au̲tori/kouza/
申し込み 組合員サービスセンター
問い合わせ先
（9ページ参照）

※申し込みははがきで、
それぞれ各組合員会館へ（郵送
住所はホームページにて）。
締め切りは９月29日
（金）消印有効。

ハンガー・フリー・ワールドの
第16回「書損じハガキ回収キャンペーン」
にご協力ありがとうございました。
３月～５月末で実施し、3,212名の組合員さんから協力
があり、換金額は441万6,502円でした。募金は、飢餓に直
面する国々で母子の健康を守るための栄養改善、子どもの
学力向上、成人の識字率向上、農業推進などの事業に活用
されます。

【申し込み・参加方法】
①８つのチャレンジコースから目標を決めてエントリー
②10月・11月の２カ月間、各自でチャレンジ。
毎日の頑張り具合をカレンダーに記入
参加賞が
③12月には結果報告を提出。
もらえます！
＊詳しくはホームページにて
（
「おおさかまるごと健康チャレンジ」
で検索）
参加申し込みはここからでもできます→

主催：大阪府生活協同組合連合会

ぱるタイムのバックナンバーは

５歳未満児死亡率の高いブルキナフ
ァソ。母子保健センターで栄養不良
の乳幼児を対象に、週に３回栄養が
ゆを提供しています

換金したお金をブル
キナファソの学校給食
に 換 算 す る と、14 万
7217 食 分 に 相 当 し ま
す。組合員さん一人ひ
とりのご協力の賜物と
深く感謝いたします。
今後とも、キャンペー
ンにご協力くださいま
すようお願いします。

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