熊本県から肥後農産出荷組合の生産者が来られ、地域の委員さ
んと交流会を行いました。産地の様子や震災のその後の状況など
お話いただきました。

■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

←カメラ機能のある携帯電話
はこれを読み取るとアドレ
ス入力のかわりになります

153号
153号
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※このほか毎週、肥後農産出荷組合の農産
物が企画されています

バラの香りいいですね！

勉強になりました
ん

（ １ ５ ２ 号 の ）「 知 っ て そ

さ

「フリーリア」いつも使っ
うで知らないプラスチックご

西成区 中川 和子

ています。バラの香りってい
み」のコーナーは、勉強にな

さ
ん

いですね！身近な生活用品も
りました。魚の量より海ゴミ

を読んで改めて化粧品を見直
したいと思いました。

家の備蓄食料も
上手く活用したい

平野区 広瀬 雅枝
ん

最近、地震や台風で防災に
対して強く意識しています。
台風で電気が消えそうになり

（１５２号・いきいき昼食

ん

せられます。水やトイレット

なれば何を持ち出すか考えさ

た、食料や水の確保、いざと

とても不安を感じました。ま

会の）防災食の話がとても役

ペーパーを購入し、ストック

さ

立ちました。家の備蓄食料も

しています。とても助かりま

大東市 田中 朋子

上手く活用していけたらと思

きれいの術
１００回おめでとう

す。

さ
ん

います。

きれいでシアワセです
寝屋川市 竹本 好江

で、週に１回くらい組合員会

でとうございます。アイテム

きれいの術、１００回おめ

ん

さ

館へ行かせてもらっ ていま

の使い方になるほど～、とい

四條畷市 浅井 優子

す。トイレの内装も用具も白

つも楽しみに参考にさせてい

寝屋川のカルチャ ー教室

で統一、照明も明るくて気持

ただいています。

パル子ちゃんの
ボーイフレンド
ん

す。パル子ちゃんのボーイフ

いつも楽しみにしていま

東成区 山中 玉緒

さ

ちがいいです。管理してくだ
さ る 方、 清 掃 し て く だ さ る
方、ありがとうございます。

私のお気に入りの
コーナーが好き
ん

レンドの名前がまこと君に決

さ

私のお気に入りのコーナー

まって嬉しいです。私の主人

生野区 清末 富子

が好きです。知らない商品が

の名前も誠（まこと）です笑

交流ツアーが楽しそう
杉本 奈都子

ん

さ
ん

供が小さいので参加は難しい

なぁとおもいました。まだ子

と交流ツアーとか楽しそうだ

収穫体験など、生産者さん

西成区

さ

まだまだたくさんあるなと感
心 し て い ま す。 生 協 の 品 物
は、安全で安心して食べられ
るので助かります！

ウチもお昼ご飯に
今回「讃岐でつくった鍋焼

ですが、もう少し大きくなっ

大東市 中村 和恵

きうどん」のパッケージが読

たら楽しめそうです。
大型
 バスで行く産直産地交流
ツアーは、直接、生産者の方
と交流できるので好評です。

みやすくなったという記事が
掲載されていました！ウチも
お昼ご飯によく注文します。
美味しいですよね～（笑）有
り難いです！

今後ご案内できるツアーは５
月 に 行 わ れ る「 田 植 え 体 験 」
です。来年２月 日から配布
のぱるタイム１５８号に掲載
予定です。
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http://www.palcoop.or.jp/au_ ji/paltime.html からご覧いただけます。

東成区 村井 利恵子

けっこうバラの香りの物が多
の量が多くなることなど、も

生協で届く幸せ
ん

ましたが、靴の裏が溶けるの

となるべく外を歩くようにし

の暑さを何とか乗りこえよう

今年の夏は特別でした。こ

東住吉区 大西 さゆり
さ

ひ参加したいとおもいます。

は何か、学習会などあればぜ

っと真剣に自分達にできる事

いです。

さ
ん

知らないバラがあり驚き
阿倍野区 笹木 保江
裏表紙のカワイイ色のバラ

と、右横のバラ５種、知らな

いバラがあり驚きました。見

ていて癒されました。

化粧品を見直したい
さ
ん

ではと思うくらい熱さを感じ

生野区 大芦 久美子
本当の国産の生バラ使用と

見事なバラの花！
ん

ました。生協で（商品が）届

杉本 栄
は思ってもいませんでした。
く幸せを感じました。

生野区
今にも香っ てきそうなほ
香料不使用でばらの香りの化

企画回：10月２回

防災に対して強く意識

ど、見事にかご一杯のバラの

10

800g前後、
２Ｓ～Ｌサイズ混

ね。
（１５２号の） 特集記事

粧品が手軽に使えるのです

ました。

農業など
一次産業を
担っ ている
ものは日本
の食卓を守
らなければ
との責任を持っています。守
る為に規模も拡大して外国か
らの研修生も受け入れてやっ
ています。自国で生産できる
食料を守る為に、生産・流通
・販売・消費が健全であれば
成り立つと個人的には思って
います。

※組合員会館・本部は９/24（月）～
28（ 金）です。引き続き、ご協力を
よろしくお願いいたします。

グリーン
メロンの収
穫は夏の間
で、それ以
外の時期は
トマトを作
っています。今の時期はトマ
トの苗作り。暑い中ですが工
夫して何とか作業していま
す。人手不足など先が見えな
い状況もありますが、おいし
いメロンを届けるために頑張
ってますのでどうか買い支え
てほしいです。

荒木さん

肥後のみかん

産直

さ

花の写真に目が釘付けになり

さ

〒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

次回のフードドライブ
〈回収週〉
は、
店舗は９月23日
（日）
～９月29日
（土）
です。

嫁いで
年、 ミニト
マトを作っ
て 年にな
ります。 主
人 と 義 母、
みんなで力を合わせておいし
いミニトマトをお届けしたい
と思っています。

企画回：10月２回

ぱるタイムのバックナンバーは
11

171.7Kg

父と一緒
に農業をし
て５年目で
す。おやじ
からバトン
を受け継ぎ
ます。有効な土壌環境を作っ
てトマトを栽培。これからの
時期はその土を耕して畝を作
り、次期に備えているところ
です。
日頃、み
なさんにお
いしいミニ
トマトを届
けたいと思
って、良い
ミニトマトができたらなと夫
と一緒に頑張っています。

25

567品

本山さん

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。

ご意見・感想を
お寄せください。
18.2Kg
総合計

大阪府生協連合会が主催した
「倉敷市へのボランティアバス」に職員が参加しています
2018年８月度

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。
69品
全ての組合員会館
（４会館）の合計

153.5Kg
産直

編

永松さん

498品

８月４日大阪府生協連合会が主催した「倉敷
市へのボランティアバス」に、おおさかパルコ
ープから８名の役職員が参加、西日本豪雨災害
で被害の大きかった倉敷市真備町
（まびちょう）
にて庭先に運び出された家財を集積場まで軽ト
ラックで運ぶお手伝いなどを行いました。
今後も要請に応えていきます。
宮本さん

告
予

おいしい農作物を熊本から大阪に届けたい

組合員のみなさまからお寄せいただいた「西日本豪雨災害緊急募金」は、
共同購入で８月２回～５回まで受付し、23,594人、23,653,300円集まりま
した。日本生協連を通じて、各市町村の被災された皆様への義援金及び被
災地支援金としてお届けします。日頃お世話になっている生産者の皆様へ
も被害状況に応じてお見舞金をお届けします。

2019年度の『コープカルチャ
ー講座の講師募集』申し込み方
法は、「ぱるタイム154号」に掲
載予定です。パルコープの組合
員施設で講座を開きたい組合員
さんは、次号をご覧ください。

京橋事務所（本部）51名参加
８月１日

フードドライブ活動で
ご提供いただいた
品数と量目
皆吉さん

パルコープで取り組んだ「西日本豪雨災害緊急募金」に
ご協力ありがとうございました

肥後農産出荷組合の生産者と交流会を行いました

全ての店舗
（９店）の合計

ミニトマト
130g前後

2018.9.24

2018.9.24

