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参加者募集！

60

生協ならでは！生産者との交流ツアーに行ってみませんか

み か ん

行

行

11：00頃昼食・生産者と交流→12：00頃収穫体験→
14：00頃「湯浅醤油」（醤油資料館）見学→
17：00頃京橋帰着

中学生以上 3,000円
３歳以上
2,000円 ※３歳未満の参加不可

５個

程 ９
 ：00パルコープ京橋事務所（本部）集合→
11：50頃収穫体験→12：30頃昼食→
15：00頃「柿の葉ずし専門店」立ち寄り→
17：00頃京橋帰着

参加費

中学生以上

3,500円
2,000円 ※３歳未満の参加不可

   ３歳以上

申し込み方法

■申し込み締め切り

９月21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

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 石井志保

https://welcome.palcoop.or.jp/event/sp/
こちらからも
申し込みできます→

※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

【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）

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。

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。

みかん収穫体験ツアーに参加し

柿の一つ一つにこめられ
た愛情と手間とご苦労がよ

さんからみかんの歴史などを教わ

くわかりました。
申し込み書一枚で安全に

にびっくりしたことは
「有田」

良い品が手元に届けられ

を「ありだ」と読むことです。

る、その為にどれほど手数

みかんはとてもおいしかった

がかかっているか、改めて

です。

感じました。
Ｙ・Ｕさん

12歳）

（天王寺区

Ｔ・Ｋさん）
※写真と感想は同じ組合員さんではありません。
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平和募金

●開催日：毎月第１金曜日
（8月・12月は2回開催）
●参加費：子ども無料、大人300円
◆Twitter：
https://twitter.com/kodomo
̲shokudou?lang=ja

1と記入すると100円
の募金になります

※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

募金の状況
（2018年7月20日現在）
3,586,430円

寺本 とも子さん

15

これからも被災地に寄り添って

てとても楽しかったです。生産者

（鶴見区

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、子ども食堂の援助
費用（配達ガソリン代・高速代など）に
活用いたします。

1

●場 所：寝屋川市寿町

※こども食堂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/au̲ji/kodomoshokudou/

柿収穫体験

ってとても勉強になりました。特

子ども食堂
応援募金
にご協力をお願いいたします

子ども食堂
応援募金

ふれ愛子ども食堂

20

＜募金方法＞ 注文書の募金カンパ欄1416へ

去年の参加者の感想より
みかん収穫体験

18

わがまちの
＊
子ども食 堂
訪問記
④

し た ら 目 に 見 え な い と こ ろ で 子ど
もたちを取り巻く環境の中に深刻
な問題があるんじゃないか︒そう
いう思いと︑当時
﹃子ども食堂をや
り た い﹄と の 思 い を 持 っ た 人 が 集
まり︑子どもの居場所として子ど
も食堂を始めようと決めました︒
２０１６年４月にオープン︑ス
タッフは７名︑ボランティアは
名︒本当に必要な子が来ていると
は限らないが︑ここに携わってい
る み ん な が︑﹃ど の 子 も 健 や か に
育って欲しい﹄という願いを持っ
ています︒本当は月１回だけでな
く 回 数 を 増 や し た い︒そ れ か ら︑
９月にはお母さんたちだけの交流
会を開くんです︒そこで悩みや問
題 を 共 有 し て 親 同 士 が 繋 が っ て︑
将来的にはここを残していきたい
続けていきたいと思ってもらえた
ら嬉しいですね﹂︒

■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

80

急遽パルコープから届けられた冷
麺もメニューに入れられた︒
開催時間の 時が迫ってくる
と︑子どもたちがぞくぞくとやっ
て来る︒たちまち室内は満員︑食
堂スペースに繋がる厨房は大忙し
に︒友だちどうしで食べる子が多
く︑とても賑やか︒お母さんと来
た子も食べ終わったら別室の遊び
コーナーに行き︑友だちやあそび
担当のボランティアと一緒に絵を
描いたり工作を楽しむ︒お母さん
たちはホッと一息つき︑コーヒー
を飲みながら会話が弾んでいるよ
うす︒終了間近の 時前に︑その
月のお誕生日の人が一人ずつ名前
を呼ばれて﹁ハッピーバースデー
♪ト ゥ ー ユ ー♪﹂と 参 加 者
か ら 拍 手 で お 祝 い︒い つ の
頃からか子どもたちが発案
して今では定番になったそ
うです︒

  

９：00パルコープ京橋事務所（本部）集合→

お一人様

どの子も健やかに

参加費

美吉野農園（奈良県）
①11月10日（土）募集40名
②11月11日（日）募集40名

88

﹁こ の 寝 屋 川 で も 夜 遅 く ま
で出歩いている子どもを目に
することがあるし︑ご飯を満
足に食べていない子がいると
い う 情 報 を 聞 く こ と も あ る﹂
と︑代表の寺本さん︒
﹁もしか

程
  
  
  

バスで行きます
昼食付きです

柿

有田コープファーム（和歌山県）
お土産
①11月17日（土） 募集40名
お一人様
1ネット
②11月23日（金・祝）募集40名

パルコープエリアにある﹁子ど
も食堂﹂を訪問し︑活動の様子や
運営されている方の思いなどをご
紹介します︒
今回は︑寝屋川市にある﹁ふれ
愛子ども食堂﹂さんです︒
＊
＊
＊
住宅街にあるクリーム色の建物
﹁ＮＰＯ法 人 香 里 ふ れ 愛 ハ ウ ス﹂︒
子ども食堂が開催される日は目印
ののぼりが立ち︑入口にのれんが
かかる︒訪れる子どもたちは回数
を重ねる度に増えていて︑大人も
含め 人〜 人になることも︵７
月 の こ の 日 は 人︶︒昼 の ２ 時 か
ら調理担当メンバーが集まり準
備︑ボランティアの﹁子どもたち
の笑顔がみたい﹂という思いから︑
これまで同じメニューをしたこと
がないと言う︒デザートのお菓子
も毎回手作りする︒この日はタコ
ライス・ジャーマンポテト・玉ね
ぎまるごとスープ・わらびもち︒

秋の収穫体験「みかん・柿」

ご協力ありがとうございます
東北支援募金の状況
（2018年3月21日〜 2018年7月20日）
17,927,758円 （この金額には2017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）
＜募金方法＞

9月2回注文書の募金カンパ 欄【１４１７】で

※「カンパ欄に東北支援募金をのせて
ほしい」
との要望を受け、機関紙ぱる
子ども食堂
応援募金
タイムの発行週にあわせて月１回、
募金カンパ欄【１４１７】
でも受け付け
東北
支援募金
ることができるようにしました
※６ケタ注文欄【１４２０】
では、
いつでも受付けています

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
＜今後の販売会の予定＞ ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
9月2日
（日）
10：00〜15：00
10月7日
（日）
10：00〜16：00

会 場
東中浜店
大阪ちんでんバル
（住吉公園）

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎住之江まつり
（7月15日）売上げ 125,030円

1

◎クレオ東まつり
（8月4日）売上げ44,540円
◎忍ヶ丘店（8月5日）売上げ 45,970円

※ 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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152号

皮を付けたままが良い）
。
収穫が終わると、真夏の日
差しを浴び少し疲れたので、
ふうの丘でひと休み。暑さ寒
さに関わらず農作業されるこ
との大変さを感じました。参

「産地の方の思いを知り、
ま し た 」「 お す そ 分 け し よ う

汗をかいて爽快な気分になり

加された方からは「暑い中、
学び、伝えていこう」との思

と心配しながらの出発でした

畑はどうなっているのかな？

大雨のあとでとうもろこし

お腹いっぱい食べようと思っ

川農協さんのお野菜や果物を

ありました。これからも紀ノ

ることにしました」との声が

と思い重たいですが持って帰

が、大雨にも負けず、とうも
た一日でした。

いで取り組みました。

ろこしは元気に実っていまし
た。生産者の田中さん
の畑に行き、収穫の方
法をうかがいました。
ひげがスポッと抜ける
のは虫食いの可能性が
あると説明を受けなが
ら、大人の背の高さぐ

夏休み初日となる
こ の 日 は 、「 生 し ぼ
り絹豆腐」でおなじ
みの
（株）
マルツネ・
山田さんをお招きし
て、お豆腐教室を開
きました。土曜日ということもあ
りお父さんと一緒の親子の姿も。
ま ず は、 豆 腐 の 歴 史 か ら。
「豆
腐ははるか昔に中国から伝わった
もので、中国では今でも〝生しぼ
り製法〟で作られています。生し
ぼり製法は、コストと手間がかか
りますが、より大豆本来の甘み・
まろやかさが増すんです。私たち
は、なるべく雑味の少ない豆腐を
食べてもらいたいという思いでこ
の製法で豆腐作りをしています」
と山田さん。また、豆乳を固める
実験をして、どうやって豆腐がで
きるのかを知ることもでき、盛り
だくさんの内容でした。

うしたらいいの？」「墓じ
まいってどうするの？」
など地域でお困りの声が
あり、高齢者の終活の一
つとして、お墓について
学びたいと思い学習会を
開催しました。
「ぱるむ」提携業者の
大阪石材工業
（株）
の久松
さんにお越しいただき、
お寺とのトラブルの事例
や、墓じまいの方法、お
墓の移転の事、解決方法
などもお話いただき、参
加者の皆さんは興味深く

絹ごし豆腐…１丁（300g）
白玉粉………200g

してみるのが石材店さんだと

のことで困った時にまず相談

など、いよいよ身近になって

になりました」
「お墓や介護

き、知らない事だらけで勉強

したい方が順番を待つほど

終了後には、個々で相談を

ことがこんなに大変だとは思

思います」
「お墓を維持する

通じて少しずつ勉強したいと

きた事をこのような学習会を

に。参加された方からは「お

いませんでした。今考えてい

がありました。

できて良かった」などの感想

談することが第一だと再認識

・墓じまいは、まず親戚と相

たいです」
「お墓の引っ越し

と相談してよい方法を見つけ

るお墓のことなど子どもたち

墓じまいの移転に伴う手続

心しました。

いう事がわかり、参加者も安

聞かれていました。お墓

お話の後は豆腐を使ったおやつ作り

お豆腐
白玉団子

耳たぶくらいのかたさにな
るまでよくこね、丸めて茹
でて冷水にとる。あんこ
や黒蜜きなこ・アイス
などお好みの具材を
トッピング♪
お好みの薬味と調味料をかけて冷や
っこも楽しみました。委員さんのお
ススメは“ごまぽん酢”♪

らいに伸びたとうもろ
こしの枝を吟味しなが
らの収穫です。
収穫した物をその場
で生で食べると、とて
も甘くてみずみずし
い！湯でるのが一般的
ですが、レンジでチン

山田さん

「遠い田舎のお墓をど

参加した子どもさんの感想より

4
5

0120－299－201（９：00～18：00）
※「ぱるむ」に関するご相談は、ぱるむ案内センターへ

生しぼり絹豆腐
300g×２ 冷蔵
企画回：毎週企画

参加17名
（うち子ども6名）

７月21日
参加10名

豆ふについてめっちゃわかったし、自由
けんきゅうにもいいなぁと思いました。あ
といつも食べている豆ふがこんな風にでき
ているんだなぁと思ってかんどうしました。
講師の久松さん

とうもろこし収穫体験

生産者の田中さん
【モザイク寿司】の他は、一株トマト
のさいの目切り、ごま油、いりご
ま、しょうがを加えたトマトをめ
んつゆでいただく
【夏野菜の
マリネ・トマトカップ】、そうめ
んを薄焼き卵で巻いた
【豚し
ゃぶ巻きそうめん】、阿蘇やま
なみ牛乳を使ったゼリーや果物
ジュースなどのゼリーを寄せた
【七夕フルーツポンチゼリー】
など

此花地域活動委員会（大阪市） パル此花組合員集会室

お墓の学習会

するのもおいしいらし

冷蔵

おやこでお豆腐教室 これであなたもお豆腐博士
寝屋川西香里地域活動委員会（寝屋川市） 東北コミュニティセンター
６月29日

た経緯や
産地への
想いを込
め、商品
の良さを
丁寧にお
伝えされ
ました。
その後
グループに分かれ調理スター
ト。牛乳パックに寿司めしを
詰め、さくら卵のうす焼きや
キュウリ、サーモン、貝柱な
どをのせたモザイク寿司な
ど、ワンプレートに盛りつけ
るととても彩りのよい華やか
なパーティー料理に！参加さ
れた組合員さんから「孫が来
た時に大皿に盛ってあげたら
大喜びしそう」「食材を変えて
また学習会をしてほし
い」など大好評でした。

綺麗にできたわぁ～
おいしそう♪

いです（レンジの時は

企画回：毎週企画

共同購入でおなじみの一株
トマト・阿蘇やまなみ牛乳・
さくら卵などコープ商品を使
って、地域の組合員さんと一
緒にお料理作りをしました。
まず産直三原則「産地・生
産 者 が 明 確 、 飼 育 栽 培（ 肥
料）がわかる、生産者と交流
できる」の話から始まり、紀
ノ川農協の産直一株トマトの
歴史や、北坂養鶏場のさくら
卵、６月から注ぎ口がキャッ
プへリニューアルした阿蘇や
まなみ牛乳について、委員さ
んがわかりやすく説明。特に
見学で産地を訪れ直接生産者
さんに話を聞いたり、来てい
ただいて学習会を開いたりと
産地との交流を大事にしてき

さくら卵いろいろパック
10個 MS～LL（610g）

食

組合員活動 の
コーナー
環境
平和

コープ商品 de おうちパーティー

参加18名

住之江地域活動委員会（大阪市）
７月11日
参加22名

やまだ地域活動委員会（枚方市） 枚方組合員会館
６月29日

くらし
2018.8.27

152号

152号

2018.8.27

2018.8.27

2018年度
第２回

７月度の委員会の主なとりくみ（６/21～７/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数
12

177

取引先を講師に学習会

2

39

平和のとりくみ

2

14

内部学習会

1

10

試食会

5

86

その他のとりくみ

8

119

30

445

合

計

心身の健康について
６月21日 遠里小野・山之内パル委員会
（大阪市）
美吉野農園見学
６月22日 くずは地域活動委員会
（枚方市）
イートアンド見学
６月22日 寺方南・三郷パル委員会
（守口市）
みんなでクッキング
６月25日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
キッチン・メモレシピでクッキング
６月28日 東住吉北地域活動委員会
（大阪市）

小川珈琲見学
７月10日 常盤パル委員会（大阪市）

コープ商品 de おうちパーティー
６月29日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

生野菜でつくる食材セットを試してみよう
７月10日 上野口パル委員会（門真市）

パルカフェで試食と報告会
６月30日 氷室パル委員会（枚方市）

紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月11日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

平和に願いを短冊に書こう
７月１日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

立命館平和ミュージアム
７月12日 生野地域活動委員会（大阪市）

ナリス化粧品見学
７月３日 菅原パル委員会（枚方市）

苔玉作り＆試飲
７月12日 成美・中央パル委員会
（寝屋川市）

丸久小山園見学
７月４日 港地域活動委員会（大阪市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月４日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）
カレーの食べ比べ
７月４日 交野西地域活動委員会
（交野市）
小川珈琲のおいしい淹れ方
７月６日 大淀パル委員会（大阪市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月９日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月９日 寝屋川東香里地域活動委員会
（寝屋川市）

COOP商品を使って楽しくクッキング
しよう
７月12日 榎本パル委員会（大阪市）
エコポイッスルにレジンでデコレーション
７月12日 木田パル委員会（寝屋川市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月14日 つだ地域活動委員会（枚方市）
紀ノ川農協（とうもろこし収穫）
７月15日 榎本パル委員会（大阪市）
東洋ライス
７月17日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

講師の浅利さん

お茶会
７月19日 北門真地域活動委員会
（門真市）
大醤見学
７月20日 まきの地域活動委員会
（枚方市）

いきいき昼食会城東

■お気に入り商品の名前
（雑貨でもOK）

②お名前
をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

参加30名

（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

※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。

HPの専用フォーム
からの応募

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。

発案・企画の
佐伯さん

いきいき昼食会城東とは？
65歳以上の方を対象に、月１回城東組合員
会館で楽しく交流する昼食会。毎回テーマ
ごとにお楽しみ企画もあります♪くらしネ
ットの活動として今年で20年目を迎える。

昼食会常連さん
ここには毎回食べるだけじゃなく勉強
しに来ているのよ。いつも新しい発見
があるの。 そういう食べ方もあるん
や！とか。みんな生き生きしてるしね。

CO・OP大豆（ドライパック）・ ミック
スビーンズ・カットトマト缶・シーチ
キン・ブイヨンを使ったトマト煮

バナナとマシュマロに
チョコソースをかけた
チョコフォンデュ

ＣＯ・ＯＰ
わかめスープ
（賞味期間１年）
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写真もご一緒に

アルファ米の五目ごはん
にドライカレー。お湯か
水を注ぐだけでおいしい
ご飯ができます

③組合員コード

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

「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☆

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

①住所

城東組合員会館

防災食をご馳走にして食べてみよう！

※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

６月１日

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

災害に
対する備
えの中で
も〝食べ
る〟とい
うことに
着目し、実際に非常食をおい
しく食べながらみんなで防災
のことを考えようとメニュー
を決めた今回の昼食会。
〝非常食は日常食〟をテー
マ に、
「 ※ず っ と ボ ラ の 会 」の
活動も続けている佐伯さんか
ら 説 明。
「非常時にこそ普段
食べ慣れた食事がホッとしま
す。今のうちから作って食べ
慣れておくことも備えのひと
つです」
実際に食べながら「おいし
い！」「災害時はお湯なんてな
いから水だけでできるのは大
事やね」と感想を交流。中に
は「非常食っていう名前がア
カンわ」「もうちょっと安かっ
たらいいのに」
という意見も。
食事の後は、申請すれば無
料で配布してもらえる大阪ガ
スの「考える防災教室」とい
う冊子を見ながら、さらに日
頃の備えについて交流しまし
た。
「普段から使っ てはまた
買い足すローリングストック
をしてるよ」「防災グッズ
は手の届くところに置く
ようにしてる」
。 みんな
で食べてしゃべって考え
た昼食会となりました。

◦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


（７月５日）

京橋事務所
（本部） 参加116名
（組合員活動委員）

※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！!

推進学習会

知ってそうで知らないプラスチックごみ

は増え続けるごみに対し危機
感を持ち、プラスチックの使
い捨て商品の禁止・素材の転
換 な ど、『 脱 プ ラ ス チ ッ ク』
に向けて取り組んでいます。
私たちができることは、ごみ
の少ない買い物をこころが
け、レジ袋を利用しない、傘
袋の再利用など基本的なこと
をすることで、プラスチック
を半減させる原動力となりま
す」 と締めていただきまし
た。
参 加 者 か ら は、
「使い捨て
容器やペットボトルを便利だ
と思って、必要以上に使って
いました。きっちり分別して
いるので少しも悪いとは思っ
ていませんでしたが、リサイ
クルにお金がかかる事や埋め
立てられている量の多さを聞
いて驚きました」
「何となく
毎日のごみの分別はするもの
の、その先を考えるよい機会
になりました。その先が海ご
みとなって世界に流れている
こわさを知ることによって、
普段何気なく使っているウエ
ットティッシュやペットボト
ルを減らしていかなくては…
と改めて感じました」
「
『魚の
量より海ごみの量が多くな
る』 と聞いてゾッ としまし
た 」「 試 食 会 の 時 な ど 少 し で
も話題に出来たら…」などの
感想がありました。

※上 記以外に大阪まちづくり連絡会が「大都
市制度」 についての学習会を行ない（７月
３日）、住之江 ・ 南港地域活動委員会が「住
之江まつり」（７月15日）に参加しました。

ぱるむ（お墓の学習会）
６月29日 寝屋川西香里地域活動委員会
（寝屋川市）

大阪港フェニックスセンター
７月９日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）

今回の学
習会では、
今年の通常
総代会でも
発言があっ
た私たちが
普段使っているプラスチック
のごみについて、どのように
社会的な問題になっているの
かということを京都大学大学
院の浅利美鈴さんをお招き
し、学習しました。
まず、プラスチックの便利
さや状況、プラスチック議論
のきっかけになった問題の海
ごみ、私たちがくらしの中で
できることは、どのようなこ
とがあるのかをお話しいただ
きました。
「プラスチックは丈夫・軽
量で労働・運搬面でメリット
がある反面、摩耗し海へ流れ
出ることで食物連鎖に取り込
まれ、生態系に影響を及ぼす
などできるだけ循環（リサイ
クル）利用することを真剣に
考える状態となっています。
そして、日本の海ごみも重要
ですが、世界の状況を知って
おくことも必要です。２０５
０年までにこのまま人口が増
え、経済レベルが発展しプラ
スチックの消費が増えると海
洋中のプラスチックの量が魚
より多くなると言われている
のが世界の状況です。世界で

産地工場見学

クラブコスメチックス
６月29日 池田パル委員会（寝屋川市）

各テーブルでスタッフが作り方
を説明

※ずっとボラの会…
東日本大震災以降「大阪でできる活動を」と、パルコープの店頭やイベントで震災支援の物産販売をしている組合員さん有志の会。
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152号
2018.8.27

※ 締 のないものは当日直接、会場へ
お越しください

どなたでもお気軽に参加できます

152号

2018.8.27

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！

いきいき昼食会

パルちゃん広場ぽっかぽか

以下3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。
対 就学前のお子さんと保護者
持 おむつ、タオル、お茶など
￥ １家族１回100円
主 パルちゃん広場ぽっかぽか
日
枚方

時

場

日時
場所

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

９月３日（月）10：30～13：15

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。

阿倍野

９月10日（月）10：00～12：00

城東

９月３日（月）10：30～12：00
９月10日（月）10：30～12：00

つるみ店

９月19日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

９月７日（金）10：00～12：00
10月５日（金）10：00～12：00

守口

９月６日（木）10：30～12：00

今津

９月10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

（それぞれ月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。 ￥ １家族１回100円
９月28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）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか今津

福島

今津

日時
場所

日時
場所

９月５日（水）10：30～12：30
福島組合員集会室
（福島区福島7）
主 子育てサポートステーション

対

＝対象

持

＝持ち物

￥

＝費用

申

＝申し込み先

定

＝定員

問

＝問い合わせ

集

＝集合

保

＝保育

受

＝受付

Ｍ

＝メニュー

主

＝主催

締

＝申し込み締め切り

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

（ 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）

◦午前７時に大阪府下または見学先に暴風警報・大雨警報発令時、ま
たは危険と判断したときは中止します。
◦本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。
◦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９月24日です。
9

瓜のスープ、鶏の
うま煮、抹茶羹
締 ８月31日（金）
日時
場所

敬老の日の
お楽しみ企画
あります

あべの
９月13日（木）11：30～13：00
阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

９月 「すくすく」の開いている日
火曜日

４日

11日

18日

25日

木曜日

６日

13日

20日

27日

９月生まれのお誕生日会は
９月27日
（木）
です

時間 10：00～15：00
場所 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

組合員サービスセンター
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。

）

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時
場所

９月18日（火）11：00～13：30
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。
※終了時間がいつもより短くなってい
ます。ご注意ください。
Ｍ かきあげうどん、
ハンバーグパン、
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

ネ肉の酢の物、さつま芋のレモン
煮、みそ汁、デザート、コーヒー
か紅茶
締 ９月11日（火）
日時
場所

仁和寺
９月13日（木）11：50～13：30
仁和寺組合員集会室
（寝屋川市仁和寺本町３）

Ｍ 白身魚のこんがりソテーフレッシ

ュトマトソース添え、ヒジキのカ
レー煮、わかめとしらすのゴーヤ
サラダ、ちくわときゅうりのピリ
辛あえ、みそ汁、デザート（季節
の果物とアイスクリーム）
締 ９月11日（火）

ガイドヘルプ（手引き）
学習・講習会

※

Ｍ 変わりトンカツ２種盛り、とりム

日時

９月26日（水）・10月10日（水）
各10：00～12：00
※２回とも参加出来る方
（過去に受講された方も可能）
場所 パルコープ京橋事務所（本部）
（都島区東野田１）
ガイドヘルプは、視覚障がい者に付き
添って、歩行介助・誘導する方法です。
学習・講習会では、障がい者の日常を
学び、アイマスクを付け、歩行・階段
の昇降などを体験します。
※この学習・講習会で資格の取得はで
きません。
講師：社会福祉法人 日本ライトハウス
定 20名（応募多数の場合抽選）
保 有（１歳以上が対象）
締 ９月７日（金）
主 くらしネット「福祉」

パル子ちゃんのボーイフレンド名が決定！
ぱるタイム ・ ホームページで募集していた、“パル子ちゃんのボー
イフレンドの名前”が組合員さんの投票で決まりました！たくさんの
ご応募ありがとうございました。
決まった名前：

まことくん

2018年７月度
フードドライブ活動で
ご提供いただいた品数と量目

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」
〈共通略記号〉

城東
９月５日（水）11：50～13：30
城東組合員会館（城東区成育１）

Ｍ 黒米御飯、白身魚のムニエル、冬

所

９月18日（火）10：00～12：00

寝屋川

季節の料理を
いただきましょう

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

たくさんの食材のご寄付ありがとうご
ざいました。組合員の皆さまからのお気
持ちは、子ども食堂の方へちゃんとお届
けします。
全ての店舗
（９店）の合計
全ての組合員会館
（４会館）の合計
総合計

367品

87.7Kg

89品

27.8Kg

456品

115.5Kg

名前が決まって
うれしいな
これからの活躍に
乞うご期待！
ご応募いただいた方には、もれなくオリジ
ナル「マスキングテープ」をお送りさせて
いただきます。

次回のフードドライブ〈回収週〉
は、
店舗は８月26日
（日）
～９月１日
（土）
です
※組合員会館・本部は８/27（月）～ 31
（金）です。引き続き、ご協力をよろし
くお願いいたします。

どちらのデザインが届くかはお楽しみ♪

投票ランキング

１位 まこと（29票）
２位 きょうた（26票）
３位 コープ（14票）
応募総数：183通

（はがき・eメール・専用フォーム）

さらに詳しい投票結果
をＨＰで紹介していま
す。ぜひそちらもご覧
ください。
http://www.palcoop.or.jp/
pal_news/2018/06/palko-family.
html
※写真はイメージです。

組合員会館、
組合員集会室の地図はホームページでも見ることができます。 http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html
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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！

18
20

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

さ
ん

生協のお刺身安心

城東区 小谷 素子
ん

さ

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 時間以上冷凍され

20

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

さ
ん

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♪

ん

さ

みなさん、食事メニューを

いので何かアドバイスがあれ

ば…。

生野区 辻 浩子

チャーシューは、そのまま

予定してコープ商品を購入し

ん

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

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

いのですが、温泉卵やゆで野

えはとっているものの、つい

松井 羊子

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

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

ん

さ

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

も簡単で幸せ気分♪

堤 美弥子

４コママンガ、
わかるー

城東区

（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

雨、猛暑と、人間の力ではど

うにもならない自然災害が連

続あるいは同時多発していま

大阪北部の地震、西日本豪

す。わが家は今のところ直接

さ

から買っちゃいますよ。着れ

ん

の被害はありません。被災さ

ないんですよ。わかる。

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。

谷詰 一見

家計簿をつけると
無駄がよくわかる

大東市

（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。

11

編

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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応募方法は下記をご覧ください

●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

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

１

２

３

４

５

７
９

号の正解】
チヤーシユー

※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

「讃岐でつくった鍋焼きうどん」の
パッケージを読みやすく変更します
パッケージに印刷されている
色が淡いので、作り方とか字が
とても見にくい。濃い色なども
っと見やすくして欲しいです。

14
17

15

16

18

20

19
21

22

24

13

け

“理由あり”の内容は、①形状・大きさについて
（変形果・大きすぎ・小さすぎ）や、②見た目につ
いて（表皮表面のキズ・スレ・変色など、市場では
規格外品として扱われるもの）、③余剰企画（産地
で大量に収穫量が増加した場合）があります。

13

23

〈７月度検査状況（18.６.21～18.７.20）〉 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1590件（前年同月1639件）

25

検査の種類

ヒント：バラの花から生まれました

ホームページ
からも専用フ
ォームで応募
できます

年配の組合員さんからのお申し出でした。
白地の包材に黄色の文字は確かに見づらか
ったので、他にも同様に思っていらっしゃ
る方がおられるのではないかと思いまし
た。今回、文字が見やすくなるということ
で、たくさんの方にストレスなくご利用い
ただけることがたいへん嬉しいです。

企画回：９月３回
本体

398円（税込 430円）

佐藤さん

※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

1043

14

75
289

なし
なし

62

なし

45
3
73

なし
なし
なし

内容と結果
注意品は品質上の問題はありませんでしたが、製造メーカーへ原因調査
・ 対策化を要請のうえ再検査を実施し、商品回収 ・ 人体危害にかかわる
不適合がないことを確認しました。
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】 213件（前年同月275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。

↓きれいの術

讃岐でつくった
鍋焼きうどん 508g（２食） 冷凍

注意品

残留農薬検査
理化学検査
残留放射能
（放射性物質）
検査
輸入食肉検査
外注検査に出したもの
その他※

HPの専用
フォーム
からの応募

【回答】 鍋焼きうどんの包材の配色を決める際、「土鍋」をイメージ
した色で作成しました。しかし、他生協でも同じご意見をいただいたこ
ともあり、今年のシーズン再登場にあたる９月３回より、色のイメージ
は変えずにもう少し文字が読みやすい濃さの包材に変更いたします。

（商品部 冷食担当）

検査件数

微生物検査

↓クロスワード

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/

鶴見支所
配送担当

検査室からの回答
わ

12

■締め切り ９月８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
「フリーリア」
パソコンメールや携帯電話メールでの応募は ※
のＱＲコード
右記アドレスへ paltime@palcoop.or.jp
は15ページ

84

農産物の“理由あり”って
なんですか？

11

農産物の
理由あり企画について

農産物の場合、見た目の悪いものや、サイズが大
きすぎたり小さすぎたりしたものは、市場価値が下
がります。その中で特に味覚や食感に問題がないも
のについて生協では、産地で出来たこれらの商品を
無駄にすることなく、「理由あり企画」として供給
しています。また、サイズを限定せず、不揃いのサ
イズでお届けする「徳用企画」も含め、これらの企
画は価格を下げることにもつながり組合員さんに利
用していただきやすくなります。
なお、病気の物や腐敗（劣化）している物は、お
届けしません。

わ け

６

10

７月度

お申し出

８

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術・フリーリアお試しセット）
クイズの答え、または「コープ基礎デザイン
ボトル希望」または「フリーリアお試しセット
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。

商品検査室だより

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。

⑤自分自身の立場・状態・能
力などをよく知ること
⑦複数の高速道路を相互に連
絡するための立体交差部分
⑨ヘクトパスカルの前に使わ
れていた圧力の単位
⑩自分の利益だけを大事に
し、他人のことは考えない
こと
⑫テーブルの上、机の上
⑮アルファベットの２番目
⑯ ←→セーフ
⑰歓呼、万歳
⑲ローズ
⑳トランプや花札などで、点
数にならない札
目に見える範囲
こよみ
ゴールド

【
応募総数 289通
正解者数 282通

151

タテのカギ

①味加減をみること
②経歴、経験
③大阪メトロ・心斎橋駅と大
国町駅の間にある駅
④足をそろえて腰掛ける形で
乗る小型のオートバイ
⑤割ること、わり算
⑥すべてがおわること
⑧絹
⑪「鎌倉大仏」として知られ
る寺
⑬山から海へ吹き降ろす風
⑭ペルーとボリビアの国境に
またがる淡水湖。
○○○○湖
⑮うるち米の粉で作った中国
の麺
⑱餅をさいの目などに細かく
切って炒ったもの
子どもが甘えてわがままを
言うこと
オイスター

ヨコのカギ

①「嫁に食わすな」と言われ
る野菜

イサリ ビ ウキ ワ
カーニ バル ユ カ
ソフア ー コウゾ
ウイ クウチヨウ
メンマ コユウ
ン シ ユンジ エ
ヒカ リ ヤヤコ
ウザ ク ハンマー

出題：溢

理 事 会・監 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
供

給

７
実

績

月

度

３回

2018年度 第
８月３日

累計（４月～７月）

計画比％ 前年比％

実

績

高

5,161,190

101.7

103.9

19,372,644

供給剰余金

1,361,428

105.0

107.9

福祉剰余金

2,372

72.1

43.5

事業総剰余金

1,485,281

104.3

事 業 経 費

1,283,190

100.0

事業剰余金

202,091

経常剰余金

262,025

計画比％ 前年比％

100.4

101.4

5,084,240

102.3

103.9

14,847

108.2

71.1

107.0

5,587,348

102.3

103.7

104.3

4,976,863

98.6

102.4

143.3

128.9

610,485

148.1

116.0

128.9

124.7

705,168

138.7

115.6

おもに討議、確認した内容
●2018年度７月度事業報告
●ココラボ「毎日のお米」の使用品種の見直しに
ついて
●この間の商品不具合について
●2019年総代選挙報告
●2018年総代懇談会日程・会場（案）について
●2019年度組合員理事及び組合員活動企画委員の
選出のすすめ方について
●くらし・他団体、その他報告

〈監事会報告〉2018年度 第４回定例監事会（８月３日）
①前回監事会以降の監査状況を報告確認しました。
②共同購入事業所
（支所）
の往査内容の確認をしました。
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152号

152

2018.8.27

2018.8.27

▶▶16ページより続く

宮城県にある専用バラ園では、CO･OPフリーリアに使われている
５種類のバラ全てを育て、採花・出荷までを一貫して担っています。
バラの栽培
と

宮城県

フリーリア専用
バラ園（登米市）

原料化（抽出）
か

ぞ

埼玉県・加須市

製品化
み

き

兵庫県・三木市

CO･OPフリーリアは、
日本で初めて国産の生バラを原
料に採用した化粧品。
ここは、
その原料となるバラを安定的
に、確かな品質で手に入れるためにできたバラ園です。バラ
はデリケートで栽培が難しい上に、加工専用としての栽培
に前例がなく、試行錯誤の中でスタートしました。
花が開花する時期は５月〜１１月にかけて。
その間は、毎
朝１本１本丁寧に手摘みをします。真夏はハウス内の温度が
バラの生産者
鎌田 哲也さん
５０℃近くまで上がることも。次から次へと待ったなしに開
花するので毎日汗だくです。
私がバラを育てる上で大事にしていることは、自分の感覚 。バラが開花す
るのに最適な温度は１８〜２４℃。人間の過ごしやすい温度と同じなんです。
ま
た、バラも人と同じで込み合うのが嫌なので、葉と葉に隙間ができるよう枝を
切ってあげたりします。
日々、生育の様子を見て小さな変化も見逃さないよう心
掛けています。
化粧品は直接肌につけるものなので、
安全面には特に気を配っていますね。
収
穫時期は木酢液の臭いで虫を寄せ付けないようにしたりしています。
病気を抑え
る農薬は野菜と同じものを使用し、
採花後に散布するよう徹底。
虫よけ効果のあ
るニームの木の液を使った自然液を併用することで、
減農薬につながっています。
バラの栽培はとても大変ですが、
１本１本愛情を込めて、
わが子のように育て
ています。
これからもCO･OPフリーリアがより多くの皆様の癒しになる事を願
っています。

深紅のバラ
肌ヂカラアップ
「ブラックゴールド」

『花は紫外線にさらされてもキレイなのはなぜ？』
と考え
たナリス化粧品の研究者が、50種類以上の花を研究。
その
中で、バラの花にお肌を美しく保つ効果があることを発見。
さらに研究を重ね、
４色５種類のバラから高濃度のバラエキ
スを抽出して製品化しています。
CO･OPフリーリアの特長であるモダンローズの香りは、
ナリス化粧品オリジナルの蒸留方法によるもの。生バラそ
のままの香りのローズ水配合だから、
ふんわり柔らかい香り
の化粧品になるんです。
フリーリア人気ナンバーワン
「フェイスクリア」

毎日の洗顔では落としきれない
【古い角質】
を取り除くんです！
！

使い方のポイ ント

180㎖＋コットン1箱付

本体
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1,600円（税込 1,728円）

組合員さんが求める「安心・安全」な化粧品をお届けするために生協で化粧品が誕生し、
発売以来41年目を迎える「コープ基礎シリーズ」。
高度経済成長の時代（1973 年頃まで）、化粧品は原料精製の技術の未熟さから不純物が取
りきれていないものもあったといいます。そのため肌トラブルに悩む人が多く、日本人の肌
にあった化粧品が求められていました。生協とクラブコスメチックスが共同で開発、多くの
組合員さんの声も取り入れた基礎化粧品に。さらに改良も重ね、現在は８代目になりました。

①安心してお使いいただくために、できるだけ余分なも
のは省きました！

５つの無配合 ⇒無香料、無着色、パラベン（防腐剤）
無配合・鉱物油無配合・石油系界面活性剤無配合

②ヒアルロン酸の２倍の保湿力！リピジュア®
（ポリクオ
タニウム－51）配合！
高い保湿性と優れたバリア効果のある保湿成分です。
うるおいの持続力が格段に違います！

9月4回
年間最安値

10月１回から

みずみずしさ

昨年2017年にCO・OP化粧品40周年を記念した「コープ基礎デザインボ
トル」が発売され「気分があがる」「化粧コーナーに置いていてもおしゃ
れ」など大好評でした。今年も皆様の期待にお応えして、思わず毎日使い
たくなるような可愛いデザインができあがりましたよ♪

「ダブルデライト」

金色のバラ
透明感「正雪」

～幸せモチーフ～

ハリ・弾力感
「ゴールデンハート」

スキンローション
（しっとり）⇒蝶々
（さっぱり）⇒ミツバチ

今回はセットで２０名様にプレゼント！
ＣＯ・ＯＰフリーリア
お試し６点セットプレゼント！！

今回は、
スキンローションと
ミルクローションを
セットで７名様にプレゼント♪
◆クレンジングオイル ◆ダブルクレンジング
◆フェイスクリア ◆モイストアップローション
◆モイストアップミルク
◆薬用美白UVプロテクター

ナリス化粧品
田邉さん

昨年好評だった“デザインボトル”が新たなデザインで再登場！

「レディラック」

白色のバラ

応募方法は13ページを参照ください
ホームページの専用フォームからも
応募できます。
https://welcome.palcoop.or.jp/
form/survey/present̲freelia/

※詳しくは9月4回の化粧品チラシ
「コスメケーション」
をご覧ください ※プレゼント品はすべてミニサイズの容量です
※CO・OPフリーリアにはメイクアップ化粧品もあります。詳しくは9月2回の
「くらしのパートナー」
をご覧ください
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意外と知らない？
コープ基礎シリーズこだわりポイント！！

ピンクのバラ

古い角質をやわらかくして
取り除くので、ふきとるときは
ゴシゴシせず
【コットンをなるべくゆっくり
動かす】といいですよ！

【古い角質】
を取り除くと、①透明感アップ！
②後に使う化粧品の浸透アップ！
（角質層まで）
③肌のキメが整い化粧ノリが良くなる！
昨年秋、組合員さんの声にこたえて
「アルコール無配合」
になりました

CO・OPフリーリア フェイスクリア

「コープ基礎シリーズ」は
組合員さんの声から生まれた化粧品

収穫するのは最も香りが良いとされる８分咲きのバラ。
花の下のふくらみを手で確認します。全体を包み込む
ようにやさしく、でもスピードも求められる作業です

なぜ
「バラ」
を使った
化粧品が
できたの？

～CO・OP化粧品のパイオニア！
コープ基礎シリーズ誕生秘話～

じゅつ

山形県

化粧品は直接肌につけるものなので、安全面に特に気を配っています

め

宮城県・登米市

きれいの術 ♪
特大号
10 0 回 記 念

れ

エイジングケアとは年齢に応じたお手入れをすることです
※

国産の生バラを使用したエイジングケア化粧品
﹁ＣＯ･ＯＰフリーリア﹂

特集
❶

〜 大阪市・（株）ナリス化粧品 〜

★コープ基礎デザインボトル★ 10月１回では
◆スキンローション（しっとり）


150㎖

本体500円
（税込540円）

◆ミルクローション


130㎖

本体500円
（税込540円）

合わせ使いで、秋冬も乾燥に
負けないみずみずしいお肌へ！

スキンローション
（アルコールフリー
・高保湿）⇒鳥

ここでワンポイント
アドバイス！

化粧水だけでスキンケアを終
わらせていませんか？化粧水
で水分を与えた後は、乳液で
フタをしてあげないと、うる
おいがお肌から逃げてしまい
ます。化粧水と乳液は合わせ
使いがおすすめですよ☺

ミルクローション
⇒四つ葉のクローバー

それぞれのボトルに幸せモ
チーフが描かれています♪
ぜひ探してくださいね！

化粧水と乳液を並べ
ると、幸せモチーフ
が繋がりますよ★

歴代「きれいの術」執筆者
左から、８代目近藤さん、
６代目中村さん（旧姓：山本）、
５代目田葉井さん

※コープ基礎シリーズにはメイク落としから保湿クリームまで揃っています
※詳しくは10月１回の化粧品チラシ「コスメケーション」表紙と「くらしのパートナー」表紙をご覧ください
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