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班におじゃましま～す その20

お子さんつながりで

ワイワイ仲良し

子どもが生協のチキンライ
スが好きで、ずっと利用し
てます。お米とか重たい物
はすごく助かっています

～おおさかまるごと～

健康チャレンジ
2018

時刻は 時 分頃。そんな
時間にも関わらずまだまだ明
るい夕暮れ時。配送トラック
が到着すると、最初にお子さ
んが飛んで出てくるやいな
や、全員のお宅のチャイムを
鳴らして知らせてくれるとい
うこちらの班。４人班で、皆
さん幼稚園～小学生のお子さ
んがおられるので、一気に辺
り は 賑 や か に。（ こ の 日 は お
一人ご不在でした）
荷分けが終わると、皆さん
のお盆のお休み予定を確認す
る佐藤さん。新築の集合住宅
で、まだ班ができて１年足ら
ず だ そ う で す が、「 実 は こ こ
に越してくる前も佐藤さんが
担当だったんですよ」という
方もいて、終始和やかな雰囲
気でした。
「もともと生協は知ってい
て興味はあったけど、昼間は

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、大阪市鶴見区にある、水曜日の班におじゃましてお話をお
伺いしました。

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。
今年もキッズチャレンジがあります。

【申し込み・参加方法】
①９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！
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学年は違うけど仲良しなお子さんたち。お互
い荷分け場で会えるのを楽しみにしていて、
よく佐藤さんにも話かけてくれるそうです

いつもありがとうございます。今年
より新しく班が出来、皆さんのご協力
もあって楽しく配達させてもらってい
ます。たくさんのお手伝いさん達のお
かげで賑やかな班になっています。こ
れからもよろしくお願いします！

（鶴見支所・佐藤）

＊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→

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
ご意見・感想を
合員コードを記入してお送り
お寄せください。
ください。クイズが無い号も
どうぞ。掲載した方には図書
■パソコンメールや携帯電話メール
カードをお送りします。
でのお便りは下記のアドレスへ
〒534-0024
paltime@palcoop.or.jp
←

 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

熱意が伝わります

ん

さ

生協のお刺身安心

ん

さ

時間以上冷凍され

城東区 小谷 素子

スが心配でした。マイナス

寝屋川市 天野 富起子

もちぶた）
」 の 特 集 で、 特 に

度以下で
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刺身が好きです。アニサキ

素材を活かしたまま加工をと

ているようで安心しました。

安心して購入できます。

初めて知ったフードドライブ

ぱるタイムのバックナンバーは

24

「バラチャーシュー（和豚

技術開発の熱意が伝わって良

また、他の検査もされており

ん

さ

かったと思います。

いい考えだと思います

四條畷市 日高 久美子

ん

さ

ぱるタイムを読んで、初め

枚方市 田村 美穂

わない食品て結構あるもの。

てフードドライブのことを知

買っても忘れていたり、使

食品のストックを見直すのに

いきたいですね。

りました。何かあれば持って

だと思います。

二重買いを防ぐアドバイスを

もフードドライブはいい考え

簡単で幸せ気分♪

みなさん、食事メニューを

ん

チャーシューは、そのまま

予定してコープ商品を購入し

さ

おかずの１品としてもおいし

ておられるのでしょうか。控

いので何かアドバイスがあれ

ば…。

生野区 辻 浩子

いのですが、温泉卵やゆで野

えはとっているものの、つい

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

2019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25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27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、2019
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27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。

2019年総代選挙管理委員会 委員長 伊藤 まゆみ

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。

主催：大阪府生活協同組合連合会

さ
ん

菜をトッピングし、チャーシ

つい二重買い…。フリーザー

大東市 松井 羊子

ュー丼として食べるととって

はパンパン！ということが多

さ
ん

ん

さ

被災された地域が
復興していく事を願います

大正区 杉本 善子

大阪北部の地震、西日本豪

雨、猛暑と、人間の力ではど

も簡単で幸せ気分♪

４コママンガ、
わかるー

城東区 堤 美弥子

（１５１号の）４コママン

ガ、わかるーと、うなりまし

た。夜寒いんですよ。楽しい

から買っちゃいますよ。着れ

ないんですよ。わかる。

す。わが家は今のところ直接

うにもならない自然災害が連

さ
ん

の被害はありません。被災さ

続あるいは同時多発していま

本当に暑いですね。でも身

れた人々が少しでも多く立ち

暑い時の飲み物は…

体には、冷たいものより熱い

直られて、地域が復興してい

寝屋川市 羽根 享子

ものがいいんですよね。お茶

少しずつでも気持ちの募金を

続けます。

募金にご協力いただき本当に
ありがとうございます。豪雨
により被災された皆様には心

く事を願っています。ほんの

ん

さ

よりお見舞い申し上げます。
集まった募金については次々
号（１５４号）でご報告でき

る予定です。一日も早く心休
まる生活が再建できますよう
に…。

も、３回に１回は熱いのにし

ています。

家計簿をつけると
無駄がよくわかる

大東市 谷詰 一見

（１５１号の）「家計簿をつ

ける事はくらしの役に立つ」。

家計簿をつけると、無駄がよ

くわかるので助かります。
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荷分けを一緒にお手伝い♪

働いているから無理やな～と
思ってたんです。でも、夜も
配送しているのをたまたま見
かけて加入。生協牛乳は毎週
注文してますよ」
「近くにス
ーパーもあるけど、重たいも
のを家まで届けてくれるから
いいよね」
「チャイムで知ら
せてくれる人がいるから有難
い。それが班で良かったこと
かな」と組合員さん。トラッ
クが去った後も、みんなでワ
イワイ話を続けられる、そん
な班でした。

担当者の き・も・ち ♡

2019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

◎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28日
（金）消印有効。

ハンガー・フリー・ワールドの
第17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、3445名の組合員さんから協力
があり、換金額は522万9631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。

栄養のある食材を使って作られ
た給食を配膳。お腹が満ちて子
どもたちは授業に集中できるよ
うに（ブルキナファソ）

全国46生協で取り組
まれて、１億7400万円
を超える換金額になり
ました。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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