「コープシアター大阪」
を
もっと知ってもらいたい
「コープシ
アター大阪」
は１９８９年
年目に入

に発足、今年
は

産直ガンバレ！
私は紀ノ川
の野菜だより
が気に入って
います。しか
し、今年の豪

分では選ばないジャンルの舞台芸術に

立 式 で「 負 担 を 感 じ ず 楽 し め る 」「 自
菜が不足したそう。農家の人たちは私

騰、予約がいつもの３倍に膨れ上り野

を覚えています。市場の野菜価格も高

雪の影響を受け商品にがっかりした事

出会える」など楽しんでもらえている
たちにおいしい野菜を食べてほしい一

回の例会を終えています。会費積

一方、加齢や介護のための退会が目立
念で育てています。誰かが育ててくれ

り

つようになり会員数が減っています。
ていて便りを届けてくれる。あなたも

スタで「食品

は、環境フェ

くり連絡会

交野まちづ

協働・共同のまちづくり

産直の素敵な関係を体験しませんか。

存続のためにも理事会のサポートを今
後ともお願いします。

インターネットでの注文と
自動注文について
電卓注文ア

プリは便利で

すが、自動注

文を利用して

使いやすくという点で改善をお願いし

もうまく対応していません。誰にでも

アイフォンの文字を読み上げる機能に

わかりにくいです。全盲の方が使う、

みたい回に取り消しをする画面が少し

しんどいこともありますが、これから

組合員活動をしながら他団体の活動は

大会・教育子育てネットワークなど、

らうきっかけになりました。交野母親

ている食料品の多さに気づき考えても

あげブース出展。食べられるのに捨て

ロス」を取り

ます。自動注文も休む時の取り消しが
も協働・共同のまちづくりをすすめて

いる私は、休

面倒と周りで聞くので、もう少し便利
いきたいと思います。

土台を築いて

パルコープの

生協を作り、

大阪の地で

夢に向かってみんなで
次の時代を創っていこう

になれば利用者が増えると思います。

東中浜店
（ありがとうの 年）
東中浜店も
出店して 年
目を迎えま
す。先人達の
こられた世代

発言を受けての理事会のまとめ （要旨）

し、２０１９年春に都島福祉センターで

今後、小規模多機能居宅介護を重点に

福祉事業について

の出店を模索していきます。

文書発言含め 件の発言をいただきました。議案を深める意見と受け止め、
具体的な改善要望の真意に応えるよう、今年の事業で努めてまいります。

商品の安全安心について
添加物・微生物など理化学分析を確認で

自前の商品検査室で新規商品は表示・
きたものを品揃えします。その後は抜き

共同購入事業について
を、遠野山・里・暮らしネットワークの

現地での支援となる観光や活動の企画

東北支援について

の展開を見極めていきます。

打ちで検査し、データは生産者につなげ、 立ち上げます。その推移も見ながら今後

商品数、カタログのページは増やさず、

より良い商品づくりに活かしています。

鮮度おいしさ、支所開発、時短やファミリ
お力をいただきながら進めていきます。

地域の子ども食堂をパルコープフード

こども食堂応援について

ーの視点で商品を見直していきます。
ｅフレンズの「かんたん注文サイト」
月中予定で進めます。注文電卓アプリで
バンクとして、
組合員さん・生産者の皆さ

を、スマホの画面に表示できるように７
音声読み上げ機能への対応や、自動注文
んとも力を合わせて応援していきます。

組合員活動について

の修正など、さらに使いやすくなるよう
研究と開発を進めます。

です。誰もが参加しやすい条件となるよ

現、世のため人のためにとの貴重な活動

学 ぶ こ と を 大 切 に し、 自 ら の 要 求 実

共済の給付問い合わせでは、専門的な

共済について
内容ほど組合員さんの立場に立ち、親身

うに、
話し合いながらすすめていきます。

職員のあり方について

に丁寧に対応できる共済窓口にしていき
ます。

・鮮度・美味しさ」そして温かみのある

私のお店と思っていただけるように「旬

これからも組合員さんの期待に応え、

す。

２０２０年まで集中してすすめていきま

配達環境の改革、教育研修の投資投入を

と働く環境がいります。なにわ地域で、

する。実践できるには、組織の風土体質

相手の立場に立つ、相手の思いを理解

対応を積み重ねていきます。既存店の売

店舗事業について

り場と事業の改善をさらにすすめ、新店

円

知恵を引継ぎ

583億

の力は大きいです。その世代の人々が

2018年度計画

基本理念を忘れる事なく頑張って来ら

円

これからも安心して暮らしていける、

108億

れている職員・パートの方にエールを

店舗事業

若い人たちが生協があって良かった組

円

送ります。これからも試行錯誤は続き

9億

合員でよかったと思える夢、指針を示

300万円

ます。だけど努力の賜物と思って頑張

281億

してください。若い世代が先頭を切っ

内）個配

ってください。地域に寄り添う取り組

184億 9,700万円

て活動し、シルバー世代が後ろ盾とな

供給高計画

みはとても大切。組合員一人ひとりの

億円未満の端数を切り捨てていますので、
左右の合計は一致しません。

りその夢に向かってみんなで次の時代

財産を調達
するための資金

出資金

心が満たされるお店こそが生協が担う

2017年３月21日～2018年３月20日までの
１年間の収支状況

を創っていきましょう！

未払いの仕入代金や預かり金

93

役割だと思います。

供給原価

2018年３月20日現在のパルコープの財産 482億円

良子さん
川村

支出の部

万円未満の端数を切り捨てています。

佐和子さん
門本

由美子さん

39

32億円

財産の中身

内）班

内）生活サポート

円
475億
共同購入事業

事業計画
2018年度

これまで積み
立ててきた利益

162億円
土地や建物
などの資産

150号
150号

4
5

福祉事業の費用と事業外費用・特別損失

総代
大阪市Ｂ選挙区

20

20

総代会の最後に、岩手県より遠野山・里・暮らしネットワーク
の菊池新一さんより「被災地の今とこれから」の報告を、パル
コープ林さんより東北支援の報告をしていただきました

2018年通常総代会アピール
注２

法人税等 5億8,011万円
当期剰余金 17億4,978万円
サービス事業などの収入と
事業外収益・特別利益

寝屋川市・守口市・
門真市選挙区 総代

中野

房子さん
池原

収入の部

（注１）

恵子さん
本多
供給高

その他の収入 18億9,282万円

183億円
255億円

その他費用

150億8,568万円
（人件費や物件費
事業経費・
など）
3億2,383万円

退職金の引当金など

104億円
226億円

事業の結果
2017年度

林さん
菊池さん

生活協同組合おおさかパルコープは、平和で心豊かなくらしを
願う大阪のお母さんたちがつくった組織です。庶民の町、大阪の
組合員さんのくらしに役立つ事業と活動をすすめてきました。
家族の健康と子どもたちの健やかな成長が私たちの願いです。
しかし今、親世代の格差と貧困が子どもたちに連鎖しています。
自然災害や事故、リストラなどによって生活の基盤が崩れれば、
たちまち貧困に直面します。私たちは、国民誰もが安心してくら
せる社会を望みます。くらしに寄り添い助けあいと協同の精神を
発揮して、被災地支援や子ども食堂の支援を続けていきます。
紛争地域の子どもたちの「私たちを助けて」の声に、胸が締め
つけられます。戦争と核兵器は、尊い命を奪い平和なくらしを壊
します。国連では核兵器禁止条約が採択されましたが、唯一の被
爆国である日本は参加すらしていません。「生きている間に核兵
器のない世界の実現を」の被爆者の方々の声にこたえ、
「ヒバク
シャ国際署名」にとりくみます。私たちは、平和憲法の精神を守
り未来につないでいきます。
地球温暖化が進み、異常気象が頻発しています。青い地球を残
し、平和な世界、安心してくらせる社会にすることは、私たち大
人の責任です。
私たちは、子どもたちの未来に思いをめぐらせ、社会の矛盾や
問題にとりくみます。マスコミの情報だけにまどわされることな
く、自分たちで考えともに行動しましょう。
2018年６月５日
生活協同組合おおさかパルコープ 通常総代会
現金や商品
などの資産

600億
7,042万円
600億
7,042万円

福祉事業の収入

（注２）

注１

30

裕子さん
許斐

総代
枚方市選挙区

総代
大阪市Ｃ選挙区
大東市・四條畷市・
交野市選挙区 総代
寝屋川市・守口市・
門真市選挙区 総代
426億5,483万円
（利用高に対しての原価）

商品供給の収入

578億5,376万円
（共同購入・個配と店舗
での組合員の利用高）

2018.6.25

2018.6.25

