「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
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パル委員アンケートにお答えください

になって様々な
“パル委員”の活動をご存知ですか？パル委員
ことをやっ
こんな
から「
関心事
年代の組合員さんが、自分たちの
地域の中で
して、
習会を
みや学
てみたい」というテーマでとりく
５ペ
は４・
動内容
す。活
ていま
すすめ
の組合員さん同士の交流を
紹介し
ジでも
ムペー
、ホー
るほか
ージで も紹介 してい
ていま す。あ なたも パル委 員の仲 間にな り 活動報告は→
こちらから
ませんか。

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

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。

問６

問５

問４

問３

問３

問２

問２．パルコープのとりくみに参加
したことがありますか？
①ない
②１回だけ
③２～３回
④何回も

問１

問１．あなたの年代は？
①10歳代 ②20歳代 ③30歳代
④40歳代 ⑤50歳代
⑥60歳代 ⑦70歳以上

さ
ん

友人にもすすめています

東成区 森本 みちよ

10 月 ２ 回 のOCR注 文 書
アンケート記入欄番号
1401 ～ 1407 に回答番号
を記入。

問３．パルコープのとりくみで
「参加してみたい」
と思われることは？（２つまで選択可）
①商品の試食会、講習会
②産地、メーカー見学
③環境や消費税など社会的問題学習会など
④健康、福祉問題の学習会など
⑤災害支援活動

杉本 善子

ソルテージのおかげ？

大正区

問４．パル委員について知っていますか？
①このアンケートで知った
②知っていた
③やっている（やっていた）
問５．パル委員をやってみませんか
①やってみたい
②一度話を詳しく聞きたい
③資料があれば見たい
④条件があえば考える
⑤興味はあるが今はできない
⑥やってみたいとはおもわない
⑦すでにやっている

さ
ん

問６．地域の委員さんから連絡をしても宜しいですか？
 （個人情報は、
このアンケートでの連絡にのみ使用いたします）
①電話連絡しても良い（生協登録の電話番号に）
②郵送しても良い（生協登録の住所に）
③その他の連絡先に連絡
（９ページ下の組合員サービスセンターにお知らせください）
④連絡は要らない

これからの冬が楽しみ

鶴見区 原 智子

▶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/survey/
pal_committee/

さ
ん

もおいしいです。糸こんにゃ

生協のこんにゃくは、とて

ジⅡ」を使い始めて、 他の歯

くは肉じゃがに、板こんにゃ

ソルテー

集、私もずっと「ソルテージ

磨き粉は使えなくなりまし

くはおでんに…。これからの

「薬用ハミガキ

Ⅱ」を使っています。お口の

た。寝る前は必ずソルテージ

もしかしたら自分も…

寝屋川市 山下 由美子
ん

さ

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

テロ等準備罪についての欄

がためになりました！テロ等

準備って、私には関係無いと

思っていたし、準備の段階で

悪い人を問い詰められればテ

ロが防げていいなと思ってい

たのに、もしかしたら自分も

あらぬ疑いをかけられる可能

性がゼロじゃないと分かり、

少しイヤな気分です。

ん

さ

朝晩で使い分けています

枚方市 青木 道子

歯磨き粉も、フッ素入りや

知覚過敏対策など効能別にた

くさんあるので、朝晩で使い

分けています。口に入れるも

のだから、あまり古くなるの

ん

さ

も気になるし、小ぶりのタイ

川波 あつこ

プはありがたいです！

忙中閑あり

平野区

毎日忙しく動き回っている

ので、ほんの少しゆっくりし

たいと「お茶」を習い始めま

した。 の手習いです。茶室

ぱるタイムのバックナンバーは

ぱるタイム１４０号の特

中もすっきりで友人にもすす

カボチャの料理おしえて

さ
ん

冬がとても楽しみです。

の定期診断では「よく磨けて

います」と言われ、ソルテー

枚方市 神田 幸太郎

の後、洗口液も使います。歯

めています。

守口市 荒木 忠

食品だけでない生協

ジのおかげだ

さ
ん

ぼうちゅうかん

で お 稽 古 し て い る 時 は「 ホ

60

バラの香り華やかフリーリア

さ
ん

吉井 知子

カボチャの料理を紹介して

検索

ッ」とします。忙中閑ありで

大阪府消費生活センター便り

http://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/mailmagazine.html

欲しいです。

【悪質商法の新たな手口などをメールマガジンでお届けします！】

す。

「あ」あけない、出ない
「い」いりませんは、はっきりと
「う」うまい話は要注意
「え」えんりょなく周り
に相談
「お」おかしいと思った
ら、すぐに相談

読者
 の皆さん、おすすめカボ
チャ料理を送ってくださいね

にお電話ください。最寄
りの消費生活相談窓口を
ご案内します。

★被害にあわないための
「あいうえお」

旭区

届けてくれるから便利！」「用事

と思ったもの

「この地域では一番古いよ」

がある時は預かってもらったり

イン188番
（いやや）
」
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子どもの誕生を機に生協に

という班にお邪魔しました。７

するよ」
と、
皆さん頷き合ってい

★高齢者のみなさん、不審
に思ったとき、困ったと
きは
「消費者ホットラ

主催：豊かな環境づくり大阪府民会議
（事務局：大阪府環境農林水産部エネルギー政策課）

フリーリアの記事を読んで

人班の組合員さん全員にお会い

ました。生協以外でもお茶する

平成28年度に大阪府内の消費生活相談窓口に寄せられた65歳以
上の高齢者の相談件数は、全体の４分の１を超えています。なか
でも、
「新聞」 の長期購読契約や複数社との購読契約のトラブ
ル、リフォームなどの「工事・建築」の契約トラブル、インター
ネット関連のトラブルが多くなっています。

検索

です。

することができ、皆さん長年お

仲だそうで、終始和気あいあい

～家族や周囲の人の見守りが大切です～

豊かな環境づくり大阪府民会議

加入しました。食品だけでな

な じ み の 顔 ぶ れ だ そ う で す。

とした様子に、商品を預け合え

編

高齢者を狙った悪質商法にご注意！

【おおさか環境デジタルポスターコンテストに関するホームページはこちら】

使うのが楽しみ！バラの香り

「私は引っ越してきてまだ２～

る信頼関係もうかがえました。

大阪府からのおしらせ

も助かります。

３年だから一番新入りね」とい

こちらの班には、私が入協した頃からお世話
になってます。毎週ほぼ７人全員来られて、ワ
イワイおしゃべりされてて皆さんとても仲良し
で楽しい班です
（*^^）
v お気に入りの商品が組
合員さんそれぞれにあり、そのレシピなども教
えていただけるので私も勉強になります。
これからも短い時間ですが、楽しいおしゃべ
りの仲間に入れさせてくださいね♬

（南寝屋川支所 綿引）

う方も。担当者の綿引さんに聞

担当者の き・も・ち ♡

くと、この班の担当歴はもう６

年 に な る ん だ と か。「 彼 女 は 明

るくて気さくでいっつもにぎや

かよ～。とっても親切で私たち

のことをよく分かってくれてる

の」と組合員さん。

「近所のスーパーがなくなっ

てから不便でねぇ～。でも生協

があるから心強い」「私は主人が

飲むお酒をたくさん注文するか

ら、重いものでも助かるわ～」

へ～、だんなが手作りのもんしか食べ
へんけど、頼んでみようかな～

「夏場はアイスを冷たいまま

便利でおいし
いと嬉しいで
すよね

週１回決まった曜日の決まった時間に「班（グループ）」で集まっ
て、和気あいあいと荷分けされている組合員さんが多くおられます。
今回は、門真市堂山町にある、金曜日の班におじゃましてお話をお
伺いしました。

く、様々な情報の提供がとて

あ、最近「とうふバーグ
（ひじき）」気に入ってる
のよ。「あじの南蛮漬」
もおいしいよ。自分で作
るの大変やんか

はやっぱり華やかでポジティ

ご近所さんとの信頼関係がなせるたすけあい

ブになれるので大好き！

班におじゃましま～す その17

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
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