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参加者募集

田植えツアー
Ａ 田植え・JAグリーン近江コース
＜滋賀県東近江市＞
「無洗米 環境こだわり米
５月12日
（土） 日帰り
行

親子産地ツアー
申し込みは下記申し込み
方法をご覧ください

定員：40名

Ｂ 田植え・JAいなばコース
お

滋賀秋の詩」のふるさと

べ

定員：30名

５月19日（土）〜20日（日） １泊２日
行

９：00パルコープ京橋事務所（本部）集合→
11：00頃到着、田植え体験→
13：00頃昼食と生産者と交流→
15：00頃産地出発→17：00頃京橋帰着

程

（１日目）８：00パルコープ京橋事務所
（本部）集合→
11：00頃昼食（サービスエリア）→
13：30頃到着、田植え体験とサツマイモの定植→
17：00頃宿舎「滝の荘」到着→生産者と夕食交流会
（２日目）７：30頃起床・朝食→８：30頃宿舎出発→
９：00頃周辺散策、イワナつかみ取り体験→
11：20頃昼食→14：00頃産地出発→
19：00頃京橋帰着

おとな（中学生以上） 3,000円
こども（３歳以上） 2,000円

※安全上、３歳未満の子どもさんの参加はご遠慮ください

参加費 おとな（中学生以上） 12,000円
こども
（３歳以上）

7,000円

※安全上、３歳未満の子どもさんの参加はご遠慮ください

昨年の参加者の感想

バス にの って いる 時か
らど んな かん じな んや
ろう な
と思 って いま した。田
うえ がは じま ると ちゃ
んと
でき
るかなぁと思っていま
した。１回目うえると
、う
えたしゅん
かんふわっとしたので
気もちよかったです。
終っ
てご
はんを
食べはじめました。ご
はんのしゅるいが「み
ずか
がみ
」と
い
うごはんです。ぜんぶ
おいしかったのでまた
食べ
れた
ら食
べ
たいです。
（旭区 Ｉ・Ｒさん）

や

＜富山県小矢部市＞
「富山コシヒカリ」のふるさと

程

参加費

田植ツアーはどちらのコースも
近鉄バスで行きます

毎日 当り 前の よう に食
べて いる お米 がど のよ
うに し
て作 られ てい るの か子
ども たち に知 って もら
いた
いと
思い、今回のツアーに
参加しました。ですが
、子
ども
たちだ
けでなく私たち大人に
とってもすごく楽しい
ものとなりまし
た。田んぼに入った時
の泥の感触、足をとら
れながらの田植
え作業に、あらためて
お米作りが大変な作業
だと
身をもって
経験できました。
（平野区 Ｕ・Ｎさん）

申し込み方法
■はがきの場合（官製はがきでＯＫ）
はがきには①ツアーのコース名と参加したい日
②住所③電話番号④参加者すべての名前（ふりがな）
と年齢
（学年）
⑤組合員コードをご記入ください。
【申し込み先】
〒534－0024 大阪市都島区東野田町１丁目５－26
生活協同組合おおさかパルコープ
組合員活動部
■申し込み締め切り

３月16日（金）消印有効

■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/event/sp/
こちらからも
申し込みできます→

【問い合わせ先】
組合員サービスセンター
0120-299-070
携帯・PHSからは ☎ 072-856-7671（有料）
（月・土 ９：00～17：00 火～金 ９：00～18：00）
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※このツアーは一般の観光ツアーとは違い、組合員さんに生産者や商品について
より知っていただくためのツアーで、
パルコープが一部費用を負担します。
ご親
族でも組合員さんでない方の参加はご遠慮ください（同居家族は組合員です）
。
※申し込みは１枚のはがきに１コースずつでお願いします。グループで申し込む
場合１枚のはがきにお書きください（組合員さんごとに組合員コードを記入）
。
※申し込み多数の場合は抽選し結果ははがきでお知らせします（初めての方が優
先です）
。
※要項は後日参加者に郵送します。
※視覚・聴覚に障がいをお持ちの方でガイド・手話ボランティア制度を利用され
る方はお知らせください（日帰りツアーのみ）
。
※応募で得た個人情報はツアーの連絡、産地交流に係る企画案内以外には使用し
ません。

取消料について

旅行開始
日の前日
から起 算
してさか
の ぼって

契約解除の日

1）
21日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては11日目）

取消料（お一人様）
無料

2）
20日目にあたる日以降の解除
旅行代金の20％
（日帰り旅行にあっては10日目）
（ 3 〜 6を除く）
3）
7日目にあたる日以降の解除
（4 〜 6を除く）
旅行代金の30％
4）
旅行開始日の前日の解除
旅行代金の40％
5）
当日の解除
（6を除く）
旅行代金の50％
6）
旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％

この企画は、
当生協
「旅行業約款
（募集型企画旅行契約）
」
によります。

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を
東日本大震災の被災地を支援・応援していただいて
まもなく７年を迎えます。組合員さんの たすけあい の
気持をパルコープで 働く職員も一緒になり、
その中で
私を岩手県へ派遣していただきました。
その常駐の任を
この３月で解かれることとなりました。
岩手の被災地では、道路や嵩上げなど公共施設の建
設はほぼ完了となりました。
しかし住まいと生業、
そして
コミュニティづくりといった 持続できるまちづくり が
これからの大きな課題です。
この解決に向けて、震災を
きっかけにＩ
・Ｕターンしてきた若者が新しい組織を立ち
上げ、従来の地縁組織ともつながりながらの挑戦が始
まっています。
また地元・いわて生協さんはこれまで支
援している仮設団地がなくなるまで
「ふれあいサロン」
を継続。移動販売車等、他の支援事業も継続し、新たに
昨年から沿岸起業者（非営利団体）への活動助成金制
度をスタート。今年も13団体への活動資金を贈呈され
たところです。
さらに沿岸部に歴史と人的にもつながり
の深い遠野からの支援も続きます。
私の遠野通信は今号で最後になりますが、
これから
も復興の歩みを現地から届けていただきながら、地元
の挑戦（特に若い世代の方々）
を応援できることにパル
コープとして続けていく方針ですので、募金や被災地
産品を買い支えるなどで、引き続きご協力を
宜しくお願いいたします。
（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）

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

これからも被災地に寄り添って
東日本復興応援企画
東北支援募金
「東日本復興応援企画」
NPO遠 野まごころ
の商品を購入する
ネット「サンタ基金」
（およそ月1回企画）
など、現地の要請に
応えて活用していき
ずっとボラの会
ます
〜大阪で
販売会などで東北
できること〜 の商品を購入する
自分たちの地域で
どんな備えがあるか、
ぱるタイム
自分が災害にあった
新コーナー
（147号より）
時どうするのかなど
「岩手からの復興だより」
で、
を普段から考える
現地の 今 を伝えます

＊１４７号からも、このページで「東北支援募金のご報告」
「ずっとボ
ラの会販売会のお知らせ」を掲載。あわせて、
「子ども食堂応援」
のとりくみ報告も掲載します。

昨年末も
「サンタが100人やってきた！」
に参加、
子どもたちにプレゼントを手渡しました
このとりくみは、2011年夏に陸前高田の避難所で、
お
母さんと自宅を津波で失った女の子の
「おうちは無くなっ
たけど、
サンタさんは来てくれるかなぁ…」の声から始ま
った、NPO・遠野まごころネットが呼びかけているプロジ
ェクトです。
昨年末で７回目の開催となり、関西３生協からは、東北
応援バス参加メンバーとパルコープずっとボラの会メン
バーから18名が参加させてもらいました
（現地集合・解
散の自主企画）。
初日（23日）は、3つの班に分かれ、全国から集まった
ボランティアさんと一緒に、釜石市と大槌町の仮設住宅
や災害公営住宅、子どもが集まる公園などへ全員がサン
タ姿で賑やかにプレゼント配布や住民のみなさんと一緒
に歌を歌ったりしました。

＜今後の販売会の予定＞ ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
3月11日
（日）
13：00〜18：00
3月17日
（土）
11：00〜15：00
4月 1 日
（日）
10：00〜15：30
4月 8 日
（日）
10：00〜15：00

会 場
3.11 from KANSAI ※右記参照
平野区ボラセンまつり
（平野区民ホール横）
なにわ人形芝居フェスティバル（一心寺：天王寺区）
星ヶ丘店

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
４５０円と募金４，
２６１円（芋煮含む）
◎東中浜店（２月４日）売上げ３０，
※１２月３日東都島店の芋煮募金５，
６６０円ありました
ご協力ありがとうございます

生活協同組合おおさかパルコープ 大阪市都島区東野田町1-5-26
大阪府知事登録旅行業第2-1360号 総合旅行業務取扱管理者 山根洋子
お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる
場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金がなく
申込みをお断りした場合、旅行代金に対し右記の利
率で取消料（お一人様につき）
をいただきます。又、
組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員
減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

NO.97
（最終回）

東北支援募金の状況
（2017年3月21日〜 2018年1月20日）
20,524,237円 （この金額には2016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）
番号が
※OCR注文書では11月2回から、
かわっています

注文番号を 1420 に変えて受付を続けます

ご案内

震災復興応援イベント 3.11from KANSAI 2018
阪神・淡路大震災を経験した関西として、
「おたがい
さま」の気持ちで、
「関西でできること」
を実行する震災
復興応援イベントです。パルコープ「ずっとボラの会」
も
このイベントに出展し、東北応援グッズを販売します。
日時 3月１１日
（日）13：00〜18：00ごろまで
場所 梅田スカイビル 36階

（最寄り駅：阪神･阪急･地下鉄
「梅田駅」
、
JR
「大阪駅」
）

※事前に申し込みが必要です。詳しくは3.11 from KANSAIホームページ
http://www.311-kansai.com/をご覧ください

主催：3.11from KANSAI 実行委員会

※ 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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146号

日頃より利用している「中
華点心鍋セット」をよりおい
しく食べるコツを教えていた
だき、パル委員さんとメーカ
ーさんの交流を目的に開催し
ました。
ま ず 最 初 に、 一 品 香 食 品
（株）の社名の由来を、テー
すみ
ブルマーク角さんよりお聞き
しました。戦争が終わり中国
（ハルピン）から引き揚げ、
福岡市天神でギョーザの店を
出 し た の が 始 ま り で、「 １ つ
の香りを大切にするという思
い」で名付けたそうです。
中華点心鍋セットは、中華

シーズン
最終企画です！

この日はクリスマスも間
近ということで、お子さん
やお孫さんと一緒にクリス
マス気分を味わえる「アイ
シングクッキー」づくりを
〝アイシング〟とは、粉

開催しました。
砂糖と卵白や水を練り混ぜ
て作った砂糖衣のこと。ま
ずはこのアイシングづくり
から始めます。今回は、小
さいお子さんもいるため、卵
白の代わりにレモン汁を使
用。レモン汁には、酸の力で

点心を鍋仕
立てにして
食べる商品
として関西
の生協と試
行錯誤して
開発。中華
点心とあっ
さり味のチキンブイヨンス―
プをセットした、生協でしか
買えない商品が誕生しまし
た。製造の苦労をお聞きする
と、５種類の商品を間違わな
いように手作業で大袋にセッ
トすることだそうです。
テ―ブルごとにお鍋を用意
し試食。食べた方の感想は、
「点心とスープが分かれてい
て 便 利 」「 点 心 を 入 れ る 順 番
が聞けて良かったわ。家だっ
たら、バサッと一度に入れて
いたので」。

果もあるのです。
できた白色のアイシングを
食用色素で着色し、コルネに
詰め、あとは自由にデコレー
ションタイム♪乾かしている
間に、プチシューでシュータ
ワーも作りました！ホイップ
クリームやいちご・お菓子を
自由に飾って参加したお子さ
んも楽しそう。できたクッキ
ーとシューツリーをみなさん
早速スマホでパシャリ☆その

粉浜店見学

参加14名

南港地域活動委員会（大阪市）

２０１５年 月にオープン
してから丸２年経っ た粉浜
店。
南港地域活動委員会では、
まだ行ったことがない新しい
委員さんのために見学会を計
画。委員会の話題を広めよう
と、お店近くの玉出集会室も
利用することにしました。
お店では、担当職員が売場
やバックヤードを丁寧にご案
内。現在１日約１７５０人の
組合員さんが来店されている
そ う で、
〝旬と鮮度〟 を大切
に仕入しているとのこと。金
沢出身の委員さんが「お魚が
きれいでびっくりした。数十
年前は大阪の魚はちょっと…
と思っていたけど、このお店
は違うわ～。ツバスが買える
なんてすごい」
。
「通路がスッ
キリしてすごく通りやすくな
ったわ」という
ベテラン委員さ
んには、「この間、無駄な売れ
ない商品を約２割カットして
います。よく利用されている
商品を見極めて置くことで買
いやすくなっていると思いま
す。もちろん無い物の取り寄
せもできるかぎりお応えしま
す よ ！ 」 と 聞 き「 な る ほ ど
～ 」 と 納 得。
「店員さん
がみんな挨拶してくれる
のも気持ちいいね♪」「ま
た来たいね！」と笑顔で
お店をあとにしました。

店頭には手描きのウェルカム
ボードがお出迎え

4
5

鮮魚コーナーでは、午前中
は「柵もの」を中心に置い
てるんです。お得ですし、
お父さんは大きめとか、家
族で大きさを変えられます

大きいままの
ブリの切身が
あるよ！
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大東西地域活動委員会は、今年で
２回目になる「新春お茶会」を開催
しました。お茶の先生をされている
委員さんがお抹茶を点てて、みんな
で花びら餅をいただきました。
お抹茶初体験の方からは、「初めて
のお抹茶で、点て方も教えてもらい
楽しかったです」
と言われ、
自分で点
てたお抹茶を召し上がられました。
参加者から「気分転換になりまし
た」
「ゆっ くりお茶の時間をとれな
いので、良いリフレッシュになりま
した」との声もありました。友達も
い て 楽 し く お し ゃ べ り し た 中 で、
「今後は料理講習や実習、産地体験
もあればいいなぁ」との要望も。パ
ル委員になって半年たたれた方から
は、
「今まではただ便利で利用して
い た だ け の 生 協。
『自分が買うこと
によって生産者の支えにもなる』こ
とを知り、意識が変わりました。パ
ル委員長のサポートもあり、学習会
に参加できる機会も増えました」。
地域活動委員長が中心となって、
委員会全員で協力し合って
取り組みをしています。

男性の委員さんも
“お抹茶体験”

大東西地域活動委員会では、今後もいろいろなとりくみを計画し
ていきます。パル委員さんになって一緒に参加しませんか。
活動に興味のある方は、組合員サービスセンターまで（連絡先は
９ページ下に）
今後は、
「春のおすすめ商品試食会」
を予定しています♪

「中華点心鍋セット」
をおいしく食べる
コツ♪

後、お茶をしながらおいしく

子どもたちは花びら餅と
おかしで一緒にほっこり

◦鍋に、スープ・水・野菜を入れて、点心を
①つくね団子②餃子又は、えび餃子④小龍
包⑤華しゅうまいの順に入れる。
◦長時間煮込むと皮が破れやすいので、１回
に食べる量ずつ点心を鍋に入れ５～７分ほ
ど煮立て、穴あきのお玉で引き上げる。

レモン汁は大さじ１から少しずつ足し
ていき、とろみが出るまで混ぜます。
（水で代用もできます）

１月22日
参加21名
（うち子ども２名）

大東西地域活動委員会（大東市） 大東市立総合文化センターサーティホール
１月27日

こ はま

～お抹茶でほっこりしましょう～

新春お茶会

より乾きやすくなるという効

つくって楽しい♪
食べておいしい♪

参加19名

城東北地域活動委員会（大阪市） 城東組合員会館

１月17日

中華点心鍋セット
586.5g（５種）＋
スープ２袋 冷凍
企画回：３月２回
（左端）テーブルマークの角さん

いただきました。

上手にできたよ♡

点心を召し上がったあと仕上げは、
ラーメン・ちゃんぽん麺・
うどんや雑炊がおすすめです！
コルネは
100円ショップにも
売られています！
マスを
みなさんクリス ョン
シ
ー
レ
コ
デ
に
マ
テー
い！
高
が
ィ
テ
クオリ

い ー ぴ ん しゃん

アイシングクッキーづくり

中宮北・高陵・磯島パル委員会（枚方市） 枚方組合員会館

参加18名
（うち子ども3名）

食

組合員活動 の
コーナー
平和

環境

一品香食品学習会
12月19日

くらし
2018.2.26

146号

146号

2018.2.26

2018.2.26

体験企画もあります

度

2018年

メンバー募集！

主催：子育てサポート
ステーション

２冊セットのテキストブックを
春夏秋冬の年４回お届けします。

募集

がんばった子には
ごほうびもあるよ！！

「おたよりカード」に返事を書いたり、食育体験を企画します

＜サポーターさんへの説明会＞
５月21日（月）10：00〜12：00 パルコープ京橋事務所（本部）

※教材写真はイメージ

おおむね５歳から小学生の
お子さん

年 会 費

2,000円

「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先
９ページ下の組合員サービスセンターへお電話ください。
〈キッズクラブの１次締め切り〉４月14日（土）

※兄弟姉妹で申し込む場合
は、２人目から1500円

いつでも入会OK
※途中退会の返金はありません。
※お預かりした個人情報は「たべる＊たいせつキッズクラブ」の運営
や関連企画などの案内にのみ使用します。

2017年度に登録していた方は継続登録制度があります。

１月度の委員会の主なとりくみ（12/21～１/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

取引先を講師に学習会

1

19

平和のとりくみ

1

17

その他のとりくみ

1

13

3

49

合

計

COOP商品を使って
楽しくクッキングしよう！
１月11日
榎本パル委員会（大阪市）

一品香食品
１月17日
城東北地域活動委員会（大阪市）

憲法カフェ
１月15日
天の川地域活動委員会（枚方市）

※とりくみのお知らせは該当地域の共同購入・個配の組合員さんにお届けしています。

募 集！!

「これよく買うよ♪」
「これ便利♪」そんな
みなさんの生協のお気に入り商品をぜひ教えて
ください！！ ご応募お待ちしております☆
写真もご一緒に

◦食べた感想、
使った感想
◦わが家での使い方
（アレンジレシピも

大歓迎）
◦おすすめポイント
など


■お気に入り商品の名前
（雑貨でもOK）

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

①住所
②お名前
③組合員コード
をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

※応募いただいた写真はお返しする
ことができません。ご了承ください。

郵送の場合：〒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
メールの場合：paltime@palcoop.or.jpまでお送りください。

←「ヒバクシャ国際署名」はパルコープホームページの専用フォームからもできます。
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HPの専用フォーム
からの応募

ご協力ありがとうございます
35,705筆（２月13日現在）

推進学習会
（１月25日）

京橋事務所
（本部） 参加111名
（組合員活動委員）

講師の青木さん

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。

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

■商品のエピソード

ご応募いただきました内容は、順次ぱるタイムで紹
介させていただきます。ご紹介させていただいた方
には図書カードをプレゼント☆
※商品のリクエストコーナーではありません

（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

～世界中のみんなが笑顔になる消費～

につながります」と青木さ
ん。環境や社会を考え、生
産者の方々や組合員と一緒
につくっている生協のしく
みや商品は、マーク以上の
エシカルだと青木さんは言
います。
また、買い物の際に成分
表示まで確認して購入して
いる人がどのくらいいるの
か を 問 い か け、
「ついつい
価格や外見や習慣など個人
的な観点で選びがちです
が、自分にとってどうなの
かだけではなく、消費者だ
ということを意識して、自
分自身だけじゃない視点を
学んだうえで今後のお買物
に役立てていただきたい」
とお話しいただきました。
参加者からは「自分自身
の日々の消費行動を見つめ
なおすいい機会となりまし
た 」「 若 い 人 た ち に も、 経
済的に今日買えなくても、
エシカルなものを選択でき
る目を持ってもらえるよう
に し た い 」「 自 分 た ち の 食
べている物の責任は自分た
ちにかえっ てくるのだか
ら、家族の〝食〟を守れる
立場にあるのなら、気にし
て購入、消費していきたい
と改めて感じました」など
の感想がありました。

参加対象

サポーターになりませんか！
（ボランティア）

「エシカル」
って？

商品案内
でもよく見
かけるよう
になっ た
〝エシカル〟
という言
葉。「 エ シ カ ル と は『 倫 理
的』という意味で、エシカ
ルなお買物とは、地域や社
会、環境や人々に配慮して
モノやサービスを買うこ
と」 と説明されています
が、具体的にはどういうこ
となのでしょうか。奈良女
子大学で講師をされている
青木美紗さんにお話をおき
きしました。
「エシカル消費という
と、認証マークのついた商
品を買いましょうというよ
うになってしまう傾向があ
ります。もちろんそれもま
ちがいではありません。し
かし、認証の意味をしっか
り知っていることが必要で
す。マークだけが重要なの
ではなく、実際に商品がど
うやって、誰によって生産
されているのか、その生産
によってどうやって地域が
守られているのか、雇用が
安定されるのかなど、商品
が生産されるプロセスを知
って、社会とのつながりを
考えることがエシカル消費

“食べるの大好き！”“食べるの楽しい！”おうちに届くワーク
ブックを見ながら新たな発見をしたり、みんなでお料理したり、ワ
クワクドキドキがいっぱいです！
！

2017年度
第６回

グル－プ活動の内容紹介
◦子育ての悩みを考える

現在21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


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 ３月26日（月）①10：30～12：00

〃
②13：30～15：00
３月28日（水）10：30～12：00
申込締切 ３月20日（火）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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どなたでもお気軽に参加できます

2018.2.26

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！
※ 締 のないものは当日直接、会場へお越しください

パルちゃん広場ぽっかぽか

日
時
３月６日（火）10：00～12：00
４月３日（火）10：00～12：00
３月５日（月）10：30～13：15

日時
場所

場
所
枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）
寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

みんなで楽しいランチタイム♪
昼食持参可能。希望者には軽食の用意ができます（１家族200円・当日
申し込み）。離乳食はご持参ください。

寝屋川
阿倍野

※2018年１月～３月末（予定）までは、
エレベーター工事のため休館となります

城東

３月５日（月）10：30～12：00
３月19日（月）10：30～12：00

つるみ店

３月14日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

３月16日（金）10：00～12：00

守口

３月29日（木）10：30～12：00

今津

３月12日（月）10：30～12：00

阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）
城東組合員会館
（城東区成育１）
つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）
星ヶ丘店２階 組合員集会室
（枚方市星丘３）
パル守口福祉センター２階
守口組合員集会室（守口市大枝東町14）
パル鶴見福祉センター２階
今津組合員集会室（鶴見区今津北1）

ママCAFE in 今津

（月１回開催予定）

子育て世代のママ、子どもさん連れの
ママ、プレママたちが気軽におしゃべ
りをしてお茶できるCAFEです。組合
員さんも組合員さんでなくてもOKで
す。食べ物は持ち込み自由です。

日時
場所

３月２日（金）11：00～14：00
パル鶴見福祉センター２階
今津組合員集会室（鶴見区今津北1）
￥ １家族100円
主 パルちゃん広場ぽっかぽか今津

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」
〈共通略記号〉
対 ＝対象

持 ＝持ち物

定 ＝定員

問 ＝問い合わせ

￥ ＝費用
集 ＝集合

受 ＝受付
主 ＝主催

申 ＝申し込み先
保 ＝保育

Ｍ ＝メニュー

親子で１日ゆっくりすごせる「居場所」
です。時間内なら、いつ来てもいつ帰
ってもＯＫです。いろんなおもちゃが
みんなを待っています。
※事前の申し込みは、いりません
※昼食持参可
対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族100円
主 子育てサポートステーション

火曜日

６日

13日

20日

27日

木曜日 １日

８日

15日

22日

29日

◦視覚・聴覚に障がいをお持ちの方は、ガイド・手話ボランティア制
度を利用することができます。事前にご連絡ください。
次回ぱるタイム通常号発行は３月26日です。
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Ｍ 押し寿司、ささ身のピカタ、菜の

花含め煮、すまし汁、デザート、
ひなあられ
締 ２月27日（火）
主 いきいき昼食会城東
仁和寺
日時 ３月８日（木）11：50～13：30
場所 仁和寺組合員集会室
（寝屋川市仁和寺本町３）
Ｍ いなり寿司、アクアパッツア、納

豆平焼きオムレツ、はくさいのカ
ニカマ巻き、みそ汁、リングドー
ナッツのデコレーションスイーツ
締 ３月６日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時
場所

３月20日（火）11：00～14：00
寝屋川組合員会館１階
（寝屋川市大利町20）

“ホッと一息”できる場を提供しています。
Ｍ 肉うどん、炊き込みごはん、コー
ヒー・紅茶（各クッキー付）
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

くらしのたすけあいの会
全体学習会

講座一日体験教室
「いけ花教室」
日時
場所

３月20日（火）13：30～15：00
寝屋川組合員会館第２会議室
（寝屋川市大利町20）

日時
場所

ハーバリウムクラフト油をつかって、
瓶にプリザーブドフラワーをいけます
（20分程度）。
￥ 1,500円
（材料費込み）
定 20名
締 ３月10日（土）

３月19日（月）10：00～12：00
パルコープ京橋事務所（本部）
３階会議室（都島区東野田１）

～笑いと愛をおとどけします～
映画『ペコロスの母に会いに行く』を
上映します。
定 100名（応募多数の場合抽選）
※結果は電話にて連絡（３月13日頃に）
締 ３月12日（月）
問 福祉事業部
0120－294－044
主 パルコープくらしのたすけあいの会

ホームページ
からのお知らせ

『共同購入の基本のき』コーナーにご注目！
ホームページ「パルコープの
お買い物」に、新たに『共同購
入の基本のき』コーナーができ
ました。共同購入のしくみに関
するお知らせ・豆知識の他、組
合員さんからよくご質問いただ
く内容など、ご利用に役立つ情
報をご紹介しています。
以前から定期的にカタログと一緒に配布していたチラシを、第１回か
ら最新の第 11 回までまとめ、いつでもご覧いただけるようにしたもの
で、共同購入に関する「そうなんや！」という発見や、“ふむふむ”な
ことがきっとありますよ☆（全て知っていたよというあなたは共同購入
マスターです！）ぜひご覧ください。
【パソコンの場合】

【スマートフォンの場合】

３月生まれのお誕生日会は
３月29日
（木）
です

時間
場所

10：00～15：00
城東組合員会館３階
（城東区成育１）

表記のない イベントの申し込み ・問い合わせ先は

◦午前７時に暴風警報発令時、また危険と判断したときは中止します。 組合員サービスセンター
◦本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

城東
３月２日（金）11：50～13：30
城東組合員会館４階
（城東区成育１）

３月 「すくすく」の開いている日

締 ＝申し込み締め切り

（ 締 のないものは申し込み不要です。 保 のないものは保育はありません）

季節の料理を
いただきましょう

以下2会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円

親と子が「ホッ！」とできる広場をめざします。
楽しいおもちゃ・絵本を用意して、みなさんの参加を待っています。
途中からの参加・途中退室もOK。申し込みはいりません。
持 おむつ、タオル、お茶など
対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族１回100円
主 パルちゃん広場ぽっかぽか
枚方

いきいき昼食会

http://www.palcoop.or.jp/au_tori/calender/

0120－299－070 FAX 0120－299－230
携帯・PHSからは ☎ 072－856－7671（有料）
月曜・土曜 9：00～17：00
火 ～ 金曜 9：00～18：00

（

いただいた声は、機関紙ぱるタイム、商品案内、ホームページなど広報・宣伝活動で掲載させていただくことがあります。
また、お預かりした個人情報は掲載時とパルコープからの問い合わせ以外には使用いたしません。ご了承ください。

）

共同購入（班配・個配）の組合員さんへ

ポイントの使用期限に
ご注意ください
2017年度の消滅ポイントの使用期限
は３月２回注文書です。
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。

組合員会館、組合員集会室の地図はホームページでも見れます。

トップメニュー「お買い物」から
ご覧いただけます。

http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html
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被災地の事を忘れない

っとボラの会」の記事良かっ

たです。被災地の事を忘れな

いことを胸に刻みました。

家族のために
買ってみてもいいかな

納豆を買ってみよう

野村 慎吾

おすすめの餃子レシピ

城東区
さ

ん

ん

最近は凄く青物野菜が高く

て、
食費を圧迫しています。
実

は最近私は餃子作りにハマっ

ていて、青物野菜の価格高騰

化とも密接な繋がりがありま

す。餃子といっても通常ので

はなく、入れたらおいしそう

な具材を入れるという一工夫

をしています。
例えば、
チーズ

さ

なら肉汁と絶妙な調和、紫蘇

枚方市 嶋田 美佳

福本 聖美

さ
ん

の葉なら口に入れた時のほの

東住吉区

お店のステーションを利用

かな香りなどです。でも野菜

さ
ん

して、しばらく休んでいた注

が高いので、白菜ではなくキ

枚方市 内田 美穂

住吉区 木村 和代

文を再開しました。納豆は苦

ャベツで代用したり、すぐに

いつもはあまり納豆を食べ

さ
ん

手 で す が、「 家 族 の た め に 買

調理するし他の具と混ぜて火

スマホから初めて応募しま

生協に入って 年が過ぎま

ってみてもいいかな」と思い

を通すので、賞味期限が近く

10

ませんが、今回はあまりにも

すが、今では実家の高齢の母

ました。試食会や学習会など

少し安くなっているお努め品

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。

した。東北の震災から６年

もお世話になり、買い物難民

いろいろな活動をされてい

を購入したり工夫しています。

※インターネット注文（ｅ
フレンズ）をご 利 用 の
場合は、
「注 文番号で注
文」
からご注文ください

 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

おいしそうなので買ってみよ

にならずに過ごせています。

て、 今 は 仕 事 で 忙 し い け れ

他の組合員さんで、「こんな

平和募金

1

←

カ 月。「 被 災 地 に 寄 り 添 い 絆

特に果物はハズレが無く、毎

ど、時間ができたら参加して

具材を入れたらおいしいよ」

子ども食堂
応援募金

1 と記入すると
100 円の募金に
なります

〒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

うと思いました。

週 欠 か せ ま せ ん。「 ぱ ぱ ッ と

みたいと思います。クイズは

があれば知りたいです。

にご協力をお願いいたします

＜募金方法＞ 注文書の募金カンパ欄１４１６へ

■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

おおさかパルコープには９つのお店があります。今回は２月10日
・11日に行われた九州・沖縄おとりよせ市から「石垣牛」をご紹介。

応援募金

パルコープでは、エリア
内の子ども食堂を応援する
活動を進めていきます。
集まった募金は、子ども
食堂の食材費用・その他の
援助費用（配達ガソリン代・高速代など）に活用い
たします。

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。

をつなげる支援活動を」
「ず

クッキング」で、目新しいメ

中学生の息子と一緒に考えま

編
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実家の母もお 世 話 に

ニューの挑戦もできて嬉しい

」

??

読者の皆さん！ぜひ、わが家
の餃子レシピをぱるタイムま
でお寄せください！

〝ひきわり納豆〟と
〝粒納豆〟の違いに驚き

さ
ん

し た。「 そ ん な 言 葉 あ る

などと、いい感じに盛り上が

りました。

ひきわり納豆は
高校生の息子の好物

猪爪 雅子

です。飽きないように今後も

色んなメニューの掲載を楽し

みにしています！

生協の切り花 を
楽しんでいま す

住吉区

納豆が大好きでよく食べて

さ
ん

今回のひきわり納豆は高校

い ま す 。 今 回〝 ひ き わ り 納

寝屋川市 中瀬 いづみ

生協の切り花を毎週注文

生の息子の好物なので、よく

豆〟と〝粒納豆〟の違いを知

さ
ん

し、楽しんでいます。冬のお

購入しています。普通の納豆

子ども食堂

生野区 小寺 冨美代

花は長持ちするので、チュー

り、驚きました。普段は粒納

ん

は近隣のスーパーでも安売り

先に〝ひきわり〟に納得

さ

11

佐竹 八重子

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」と岩手県から「かけ
あしの会」
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１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

住吉区

おう さか

ずっとボラの会・かけあしの会も出展

ひきわり納豆は「いつ、納

～夕陽丘・花参り～

豆の豆を切っているのか？」

なにわ人形芝居フェスティバル

と、いつも思っていました。

ん

第22回

１４５号で、
先に
〝ひきわり〟
。

さ

納得、
だから
「ひきわり納豆」

なのね。

西川 生

胸が熱くなりました

城東区

「視覚障がい者の方との交

流活動」の記事を読み、胸が

熱くなりました。ボランティ

アチームの皆様、これからも

ずっと長く長く続けてくださ

いね。

お知らせ

リップ・スイトピー・金魚草

石井食品キャラクター
ミートくん
（URL：http://www.palcoop.or.jp/pal_news/2018/02/childosechi-07.html）

豆派ですが、ひきわり納豆が

子どもさんの好きなものをいっぱい詰めた
「キッズおせち」、来年もお楽しみに♪

しているのですが、ひきわり

こちらを読み取ると、優秀作品
発表ページにつながります↓

・スプレーカーネーション・

今年はおまけで
僕のクリアファイルも
一緒にお届けするよ♪

食べたくなりました。

★選ばれた方には、配送担当者より「イシイの商品詰め合わせ」をお届けします！★

納豆は生協で購入する方が安

いので助かっています。

石井食品さんとコラボしたこの企画は今年
で７回目！お正月に「キッズおせち」をご注
文・お召し上がりくださった子どもさんたち
から、同封のぬりえをご応募いただき、石井
食品の職員さんによって厳選なる審査が行わ
れました。その結果、優秀作品に選ばれた10
名の作品をパルコープのホームページで紹介
しています。

アルストロメリア…と、春を

待ち続けています。

石井食品
「キッズおせち」
ぬりえコンテスト優秀作品を発表！

関西ではパルコープのお店だけ！「沖縄県産・石垣牛」
いま、海外にも注目されている石垣島。観光だけで
なく、石垣牛（黒毛和牛）も人気なんです。
10日は遠く石垣島から生産者さんが来られ、ながお
店・東中浜店の売り場で組合員さんに説明されていま

牛たちは日中、広大な敷地にある放牧
場でのびのびと育てられています。牧
草は１年中青々と茂り、海風にさらさ
れてミネラル分も多く含むそう。

した。販売は常時行なっています※。柔らかく味わい
深い良質なお肉、一度食べてみませんか？
頭数が限られているので、たくさんは大阪に
届けられませんが、仔牛から大切に育てた自
慢の石垣牛をよろしくお願いします みや ら

（石垣牛肥育部会部会長・宮良さん）
３月10日（土）の“感謝祭”でも、お買い得価格で登場予定※。お見逃しなく！！
※石垣牛の取り扱い：ながお店・西くずは店・枚方公園店・忍ヶ丘店・粉浜店・東中浜店・つるみ店のみ

【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）
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応募方法は下記をご覧ください

クイズ正解者の中から抽選で10名に図書カードをプレゼント

号の正解】ヒキワリナツトウ

回答者：
（株）
クラブコスメチックス


近藤

ゆ

り

有里さん

４

８

６

９

11

12
14

10
13

17
20

21

23
25

から新登場！！！ ～美白※もできるオールインワンゲル～

簡単にシミ対策までできる「コープ薬用ホワイトニン
グゲル」その秘密は、こだわりの配合成分にあるんです。
アルブチン（美白有効成分）
×和漢植物エキス（うるおい成分）
透明感あふれる美白肌に導いてくれますよ♪
※美白とは、メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐこと

定価 本体1,600円
（税込1,728円）

クイズの答え、または「薬用ホワイトニン
グゲル希望」と書いて、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、ハガキまたはｅメー
ルでご応募ください。お化粧に関する悩み・
質問もどうぞ。
※クイズと化粧品の応募は別々にお願いします
※化粧品希望の場合、クイズの答えは不要です

ミニコンサート

ヒント：いろんな種類の乳酸菌

化粧品を一つにまとめることができ
るから、経済的。
あれこれそろえる必要がないから、
お財布に優しい♬

コープ
薬用ホワイトニングゲル

の御堂筋を
春の
を歩
きましょう

26

オールインワンゲルなら「化粧水・
美容液・乳液・クリーム」の４つの
機能をこれ１つでサポート！

スキンケアに時間をかけ
たくない方やシミが気に
なる方にピッタリのオー
ルインワンゲルです。

▲昨年のピースリレー
2017のようす

んか？途中からの参加や途中抜けもＯＫ！

24

❷スキンケア代の節約！

★ 今月のプレゼント

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

18
22

❶スキンケアの時間短縮！

３月３回

７

15

16
19

５

忙しい女性の味方！オールインワンゲルの
２つのメリット☆

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）

13

３

５月９日
（水）

94

メイクアップを
楽しみましょう

今回は
６名さまに
プレゼント！
145号での応募は
94名でした。

ホームページ
からも専用フ
ォームで応募
できるように
なりました！

■締め切り ３月10日
（土）
消印まで有効
■当選者発表
プレゼントの発送をもって替えさせていただきます。
■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
パソコンメールや携帯電話メールでの応募は
右記アドレスへ paltime@palcoop.or.jp

↓クロスワード

HPの専用
フォーム
からの応募
↓きれいの術

いただいた声は、機関紙ぱるタイム、商品案内、ホームページなど広報・宣伝活動で掲載させていただくことがあります。
また、お預かりした個人情報は掲載時とパルコープからの問い合わせ以外には使用いたしません。ご了承ください。

大阪市中央公会堂

Naoshin
（なおしん）
さん



＊プロフィール＊

理 事 会・監 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
供

給

１
実

績

月

度

（中之島）

本町（久太郎町）

２人の異なるキャラが生み出す、一体感のあ
るハーモニーが魅力のアコースティックデュ
オ。21世紀の“レノン＆マッカートニー”を
キャッチフレーズに、主にストリートで活動
を始める。2007年「第一回にしきたストリー
トミュージシャンコンテスト」グランプリを
皮切りにCDデビュー。2008 年「河島英五音
楽賞2008」入賞。

じゅつ

Ａ

２

ピースリレー 2018
～平和のおもいをつなげよう～

れ

時間がない時もきっ
ちりとお肌のお手入れ
はしたいですよね！そ
んな方にぴったりのスキンケア
がオールインワンゲルです。今
回は、オールインワンゲルを使
用するメリットについてお話し
いたします♪

二重ワクの文字を並びかえて、
下のヒントを参考に意味のある
言葉にしてください。

き い の術

Ｑ

 事や育児で忙し
仕
く時間がないとき
にピッタリなお手
入れ方法は？

出題：溢

１

⑪地中に打ち込んで、目印や
支柱にする棒
⑫夜ふかしをする習慣のある
人
⑭力士
⑰成人した女性
⑲好敵手
心
ほめすぎ
木の枠に紙・絹を張ったも
のを二枚連ねて折り畳める
ようにした室内家具
客の求めに応じて、目的地
まで客を運び、距離・時間
に応じて料金を取る営業用
自動車
 イ カ を 開 い て 内 臓 を 除 き、
乾かした食品

【
リツシ ユン ア オ 145
ヤマブ キ キト ウ
ク カ オナジミ
スワ ロー ズガ
タウ システム
イリヒ コツ カ
チヨ ツ パー リク
ヨウ ト ルイカン

応募総数 283通
正解者数 279通

タテのカギ

①内閣を組織すること
②ホーホケキョ
③マメ科植物の種子のはいっ
ている殻
④思いも及ばないこと
⑥キュウリをしんに巻いた海
苔巻き
⑦ ダイヤモンドの研磨の方法。
通常 面体にしたもの
⑨適切な答え
⑬樹上に建築される高床式の
小屋
⑮木で馬の形に作ったもの
⑯ ←→表方
⑱大理石
⑳物事を積極的にしようとす
る意志・気持ち
七月の誕生石、紅玉

ヨコのカギ

①葬式と先祖のまつり
⑤ ←→親株
⑧「竹取物語」の主人公
⑩釣り針をつけた糸を垂らし
て魚を捕ること

58

みんなで
歩こう

11：50ごろ通過

実

11：15

心斎橋

開場
開演
ミニコンサート
リレースタート

初めての
人も
大歓迎！

12：10ごろ通過

なんば

12：30ごろ通過

元町中公園

13：00ごろ解散

10回
2017年度 第
日
９
２月

累計（４月～2018年１月）

計画比％ 前年比％

10：00
10：10

績

計画比％ 前年比％

高

5,613,195

100.5

97.4

48,570,373

99.1

99.6

供給剰余金

1,511,798

101.7

97.5

12,552,030

99.5

100.5

福祉剰余金

4,238

93.0

121.1

50,100

132.0

153.5

事業総剰余金

1,626,854

100.7

97.7

13,775,887

99.6

101.0

事 業 経 費

1,150,163

98.3

100.7

11,989,388

97.9

99.9

事業剰余金

476,690

107.0

91.1

1,786,499

113.1

108.7

経常剰余金

490,182

107.8

92.1

1,968,180

114.9

109.4

おもに討議、確認した内容
●2017年度2018年１月度事業報告
●この間の商品不具合について
●2018年通常総代会にむけて
●くらし・他団体報告

〈監事会報告〉2017年度 第10回定例監事会（２月９日）
①１月12日監事会以降の監査状況を報告確認しました。 ③店舗監査のまとめを確認しました。
②2017年度期末監査の進め方を確認しました。
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▶▶16ページより続く

根底にあるのは〝人々の健康と幸せを願う〟
特集
という思いなんです ︵久保さん︶

島根県

チチヤス
（株）
広島県

「日本で初めて国産ヨーグルトを発売してから今年で100周年」
という
チチヤスさんの商品を語る上で、
まず歴史の話は欠かせません。
聞くと、100年の試行錯誤の中にも変わらぬ思いでヨーグルトを作り
続けていらっしゃることが分かりました。

チチヤスは、1886年に「国民皆健康」
を目的とした牛乳事業から始まりまし
た。
それから、
ロシアの微生物学者がヨーグルトの効用を発表したのを機にヨー
グルトにも注目し、長きにわたり乳酸菌の研究を重ね、独自の器具開発を行った
結果、1917年に国産ヨーグルト第1号の発売に至りました。実は、
これが今の
「チチヤスクラシックヨーグルト」の原型にあたります。
その当時の宣伝文句であ
る
「絹ごし豆腐のような口当たり」
には、今もなおこだわり続けています。
マーケティング本部
しかし、当時のヨーグルトは高級品であり、主に病気がちな人に向けて薬のよ 本部長 久保 貴義さん
うに販売されていました。
そこで、
「もっと日本人に合ったヨーグルトをつくろう」
とさらなる研究に挑み、
やがてチチヤス独特の乳酸菌の培養に成功。発酵臭が少なく、
いやみのない酸
味 まろやかで上品な絹ごし豆腐の食感 を併せ持つヨーグルトが誕生しました。
我々は同時に容器の研究・改善も重ねており、1966年に国内で初めてヨーグルト用
のプラスチック容器として今とほぼ同じ形を発表しました
（それまではガラス瓶で販売し
ていたのですが、運搬中に縁が欠けて危なかったり、洗って使いまわしていたのであま
り衛生的ではなかった）。
たまに
「空の容器を重ねられたらいいのに」
というお声をいた
1954年頃の
だきますが、口が狭いのは運搬中に中身が浮くのを防ぎヨーグルトが分離しないように
ヨーグルト瓶
するための工夫なんですよ。
デザートとしてのヨーグルトや近年の健康志向など様々ありますが、
チチヤスはこれからもその真ん
中を突き進んでいかなければと思っています。
もちろん時代の流れによって新たなチャレンジはします。
その根底にあるのは 人々の健康と幸せを願う という思いなんです。
「チチヤスクラシックヨーグルト」
は、乳酸菌のチカラだけで固めたナチュラル志
向の方におススメのヨーグルト。生乳の自然な甘みと風味・やさしい口どけが楽
しめます。一方、
「毎朝快調ヨーグルト」
は、1997年に初めて発売されました。
スイ
スの乳業メーカーから
「お腹の乳酸菌を育てる唯一のエサは食物繊維」
ということ
などを学びつつ、
より一層乳酸菌について研究。
そして、生きて腸まで届く
「Lガセ
イ菌」
をはじめとした6種類の乳酸菌と、
「
イヌリン」
というオリゴ糖食物繊維を配
商品開発部
「毎朝快調ヨーグルト」が誕生したんです。手軽に毎日
部長 太田 志穂さん 合した 機能性 を重視した
食べられるようにと低脂肪にもしています。
それぞれ魅力ある商品ですが、合う合わないがあるのでぜひ色んなヨーグルトを食べてみてくださ
い。
その中で、
チチヤスのヨーグルトを良いと選んでいただけますと幸いです。
使用する生乳の産地は６5％が島根県・２5％
が広島県で、九州からが１０％です。
できるだけ近
隣から鮮度が良いものを仕入れるようにしてい
ます。
当社は、明治時代から馬車に蒸気機関を積み、
白衣を着て、
目の前で消毒しながら牛乳を配達し
工場長
ていたほど、
衛生へのとりくみには力を入れてき
福澤 康範さん
ました。健康食品をお届けするからには、食品の
衛生面にも万全の配慮が必要ですので、機械の洗浄や製品の温度
管理には細心の注意を払っています。

本社工場内では数年前まで
牧場もあり牛もいました。今
はオブジェで当時の雰囲気に
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●毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。
http://www.palcoop.or.jp/au_ji/kensashitsu.html
●放射能検査の取り組みは http://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/index.html

〜 広島県・チチヤス
（株）〜

「チチヤスクラシックヨーグルト」
「 毎朝快調
ヨーグルト」
の場合、充填してフタを取り付け
た後は、約６時間発酵、その後さらに６時間
かけてゆっくり冷却。機械での点検に加え、
フタやラベルの目視チェックもしっかりと！

毎朝快調ヨーグルト
80g×8

企画回：3月2回

278円（税込300円）

本体

チチヤス
クラシックヨーグルト
80g×8

商品検査室だより
お申し出

中身はきれいだけど、外側の殻の色が
黒っぽい部分があって心配
検査室からの回答
この商品は千葉県産の原料を使用して製造してい
ます。国産の殻付落花生は個体差もありますが、中
国産に比べると殻の厚さがやや薄く、栽培中の土壌
の成分（火山灰に含まれる鉄の成分）から中国産に
比べると殻は黒くなっているのが特徴です。主産地

１月度

CO・OP千葉県産
殻付落花生

の関東平野は土壌に鉄分が多く、これによる影響だ
と考えられています。
日本の落花生は千葉県の生産量が全国一で、関東
一円を中心に栽培されていますが、これは関東平野
の土質が落花生の栽培に適してい
るからです。落花生は花が咲いた
後に「子房柄」という実になる部
分が土の中に潜っ ていきますの
で、畑の土壌が柔らかい必要があ
ります。殻の色目につきましては
商品特徴としてご理解ください。

〈１月度検査状況（17.12.21～18.１.20）〉 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1103件（前年同月1207件）
検査の種類

検査件数

注意品

微生物検査

752

3

残留農薬検査
理化学検査

44
213

なし
なし

残留放射能検査

40

なし

輸入食肉検査
外注検査に出したもの
その他※

8
17
29

なし
なし
なし

内容と結果
注意品については再検査、継続調査を実施しましたが、商品回
収・人体危害にかかわる不適合はありませんでした。
問題ありませんでした。
問題ありませんでした。
生鮮 ・ 一般食品を検査し、全て検出はありませんでした（検出
限界値は各20ベクレル/㎏）。
問題ありませんでした。
問題ありませんでした。
問題ありませんでした。
※その他…店舗・福祉施設の設備の衛生検査など

【商品の相談受付状況】 218件（前年同月268件）
人体危害（腹痛下痢、スキントラブルなど）での、複数発生商品はありませんでした。
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「恐竜チキンナゲット」の
企画実現
恐竜大好きの幼稚園の孫
が「おいしかった、また食
べたい！」 と言っ ていま
す。ぜひ再登場を！

パルコープでは、組合員のみなさんから寄せられた声を、
商品や運用の
改善にいかすとりくみをしています。ホームページでもご覧ください。
http://www.palcoop.or.jp/blog/koe/

【回答】 このたびは、「恐竜チキンナゲット 500ｇ」にうれしいお声をい
ただきありがとうございます。組合員さんからのリクエストコーナー「パル

コープ・よどがわ生協のリクエスト！」にて企画を入れさせていただきまし
た。おなじみのメーカーさん・ヨコオが製造する、国産鶏肉を使用した恐竜
の形のチキンナゲットです。ぜひご利用くださいね。 （商品部・冷食担当）
組合員さんが「幼稚園の孫
がまた食べたい！」とおし
ゃっていたので、要望がか
なって良かったです。

企画回：3月4回

恐竜チキンナゲット

500ｇ

冷凍

企画回：３月３回

大容量で
お得です♪

本体740円
（税込799円）

298円（税込322円）

本体

※チチヤスのヨーグルトは
「自動注文
対象商品」
です。詳しくは今週配布
の別チラシをご覧ください

枚方支所
配送担当
赤坂さん

※ご要望などは、配送担当者や組合員サービスセンター・店舗サービスカウンターへお伝えくださるとありがたいです
0120－409－555 FAX0120－409－880 Ｅメールはinfo@palcoop.or.jp
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