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お や

べ

「富山コシヒカリ」の産地・富山県小矢部市と、
「環境こだわり米・滋賀秋
の詩」の産地・滋賀県東近江市に組合員さんが訪れ、稲刈りを体験しました。
富山県 ＪＡいなば

9月15日 40名参加

５㎏

子ども食堂
応援募金
にご協力をお願いいたします

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。

12月３回

とや、たべるだけ
おこめには色んなしゅるいがあるこ
ることを知りました。
じゃなくておさけになるおこめがあ
作ることはたいへんだな
田うえといねかりをして、おこめを
大すきです。
と思いました。ぼくは白いごはんが
（城東区 Ｆ・Ｓさん）


＜募金方法＞ 注文書の募金カンパ欄1416へ
子ども食堂
応援募金

おおさかパルコープには９つのお店があります。今回は
毎年恒例、ＪＡいなばさんの販売交流会のようすをご紹介。

今年もおいしい新米をありがとう

JAいなばさん「富山コシヒカリ」販売交流会とお餅つき
10月27日・28日

手伝ってもらって
つけた～♪

枚方公園店

晴天の２日間、
「富山コシヒカリ」の生産者が各店舗に来
られて、お米の店頭販売やお餅つきを開催されました（販売
数 ・ 全店舗で 1287 袋）
。多くの方に参加いただきありがとう
ございました。
東中浜店

やわらかくて
おいしい♪

西くずは店
東都島店

ながお店

3

店頭販売ではハッピ姿の
生産者さんが直接組合員
さんと触れ合う場面も

生産者さんと活動委員さんの交流も行われました

つるみ店

【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）

東北
支援募金

1

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10月20日現在）
5,176,413円

わがまちの
＊
子ども食 堂
訪問記
⑦

あずきちゃん食堂
●場 所：大阪市平野区
●開催日：毎週火曜日
17時半〜 20時
●参加費：お一人 200円
（未就学児は無料）
◆「平野みんな食堂ネットワーク」のHP
http://campwith.jp/hirano/

とつが子ども食堂︒目指すところ
は〝家族食堂〟
︒子どもだけでなく
多世代で一緒にご飯を食べること
で︑世代を超えた交流ができ︑子
どもや高齢者の孤食をなくすこと
にもつながります︒そうやって明
るいまちづくりのお手伝いができ
ればと思っています﹂
︒
幸恵さんからは﹁来てくださる
お母さんから﹃忙しくて生活に余
裕 が な い〝 心 の 貧 困 〟を こ こ で は
解消できる﹄という声を︑子ども
からは﹃お母さんが笑顔でいるの
がうれしい﹄と言う声を聞きます︒
私の母は親の立場から︑私は共働
きの親をもつ子の視点で子どもた
ちと接しています︒ささいな会話
の中にもしかしたらSOSが隠れ
ているかもしれません﹂
︒

環境こだわり米
滋賀秋の詩 無洗米

※お正月準備号に「５㎏×２」の
企画があります

お絵かきなどで時間を過ごす︒来
た子一人ひとりに声をかけるのは
代表・恭子さんの娘さんであり監
事の幸恵さん︒子どもたちから﹁さ
っちゃん﹂と呼ばれ信頼関係がう
かがえる︒
﹁手 を 洗 っ て ち ゃ ん と 座 っ た 子
からご飯やでー﹂と声がかかると︑
小学校高学年から幼稚園児までみ
んなきちんとテーブルを片付け
る︒一緒に食べるお母さんもいて︑
配膳された順番に
﹁いただきます﹂
︒
空山さんと志を同じくして河内
長野から毎週通い調理を行うスタ
ッフの方は﹁ちょっとでも栄養の
あるものを食べさせたい︒これか
らの社会を担う子どもたちが健全
に 育 っ て く れ る こ と が 願 い︒
私 た ち に は そ の 責 任 が あ る﹂
と語ってくれた︒

５㎏

目指すところは〝家族食堂〟

無洗米

新米

５㎏

代表の恭子さんは﹁私自身
がシングルマザーで︑娘が小
さい時から地域に助けてもら
ってきたという経験から︑何
か地域に貢献し恩返しできた
らという思いがあったんで
す︒そんな思いを形にしたひ

新米

きま した。稲 刈り ～
息子 と２ 人で 参加 させ てい ただ
とが でき、ま た、 おい
精米 にな るま での 過程 を見 るこ
なりました。普段当たり
しい昼食もいただき充実した一日と
に“神様残さず食べよう
前の様に食べているお米。毎日息子
粒一粒大切にいただこう
ね。”と話していますが、 改めて一
（東成区 Ｉ・Ｋさん）
と思いました。

毎週企画

普通精米

産直産地ツアー
稲刈り収穫体験

滋賀県 ＪＡグリーン近江

9月22日〜23日 37名参加

富山コシヒカリ

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︑平野区にある﹁あずき
ちゃん食堂﹂さんです︒
＊
＊
＊
き れ
平野区の喜連西地域に﹁豆﹂の
かわいいキャラクターが描かれた
看板のデイサービスがある︒現在
はデイサービスは移転されたが火
曜の夕方になれば子どもたちの笑
い声があふれる空間になる︒
調理スタッフは２〜３名で︑４
時ごろから準備︒この日のメニュ
ーは二色丼ぶりとパルコープが届
けたトマトジュースを使って具だ
くさんミネストローネ︒仕事を終
えたデイサービスの方もお手伝い
に入る︒
５時ごろには子どもたちが集ま
り始め︑食事ができるまで宿題を
したり︑友だちとカードゲーム︑

「改めて大切にいただこうと思いました」

空山 恭子さん

※子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/

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
11月23日
（金）
11：00〜16：00
12月 2 日
（日）
10：00〜15：00

会 場
ポジティブ生活文化交流祭（長居公園）
東都島店

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎城北公園（あさひ福祉まつり）
（かけあしの会と共同）
（10月28日）売上げ254,010円
◎此花区民まつり
（かけあしの会と共同）
（10月28日）売上げ209,620円
◎よどがわ防災まつり
（11月3日）売上げ73,540円 募金630円

これからも被災地に寄り添って
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10月20日）
18,807,490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＞

12月1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

※ 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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（株）クラブコスメチックス
の中村さんをお招きし学習会を
行いました。コープ基礎化粧品
は、開発に５年の歳月をかけて
年前に組合員の声から生まれ
た化粧品。開発に至った想いや
経緯をお聞きし、クイズを交え
ながら楽しく分かりやすく学習
しました。
参 加 者 か ら は、「 ア ル コ ー ル
フリーはしっとりとして使い易
い」「無香料なのもいいですね」
と、実際に使ってみての感想も
多く出されました。
また、カタログではわからな
いファンデーションや口紅の色
味も実際にお試し。ファンデー
ションの２色使いのコツを教え
てもらったり、自分に合う口紅
が見つかりました。最後に、ハ
ンドマッサージや簡単な肌診断
で水分チェックを行って、意外

冷凍なのにお
いしい？冷凍だ
からおいしい？
そんな疑問を解
決するために、
メーカーのシマ
ダヤさんにお越しいただき学
習会を開催しました。
まず、おいしさの５つの要
素 か ら。
〈 ね ば り、 か た さ、
なめらかさ、しなやかさ、弾
力感〉のバランスが決め手だ
そうです。冷凍麺は〝おいし
い瞬間に急速冷凍キープする
からおいしい〟 ということ
や、〈 ミ ニ ダ ブ ル 製 法 〉 は シ
マダヤさんの独自技術による
特許製法で、冷凍のまま簡単
に半分に割ることができる、

17

お父さんの夜食やお子さんの
昼食にちょうどいいサイズと
いうことを聞きました。
内袋のままレンジで簡単に
調理ができるのもココラボ冷
凍讃岐うどんのいいところ。
夏、暑い日に火を使わなくて
もいいのは助かるし、高齢の
方が一人で火を使うのが心配
…。そんな時にもいいですね。
試食では、ココラボ商品と
とシマダヤさん製造の冷凍う
どんの食べ比べ。参加者から
「こだわりを感じました」
「少しの太さの違いで歯触り
の違いを感じました」など感
想が出て和やかな学習会とな
りました。

冷凍讃岐うどん 冷凍
200g×５
企画回：毎週企画

で、古いものから使い補充し
ておくという〝ローリングス
トック〟という方法です。
２階は防災や減災のワーク
ショップ。東館には新たに津
波体験コーナーも設置されて
いて、実験やゲームを通して
知識を身に付ける事ができま
す。 毎 月 日 は 入 館 料 が 無
料。 一 度 訪 れ て は ど う で す
か？ （福島地域活動委員会）

語り部の方から自らの体験を聞く

にも潤っているお肌に驚きまし
た。

その後は、３種の試食をい
ただきながら質問タイム。そ
して最後に、「当社の売上の８
割が生協さん。つまり、ここ
はほぼ生協用の工場なので、
生協基準でものづくりをして
いるんですよ。こうしてご来
訪いただくことで、少しでも
お魚を食べるきっかけになれ
ば嬉しいです」
と川井さん。
失
敗しない焼き方も含め多く学
べた工場見学となりました。

CO・OPスキンローション
（しっとり）150㎖
企画回：毎週企画

4
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シマダヤさんのうどんつゆで、
冷凍うどんの食べ比べ
子どもでも遊びながら
防災について学ぶことができる

講師の丹さん

近い将来、巨大地震がやっ
てくると言われていても、阪
神・淡路大震災から 年、災
害に対する備えの意識が薄れ
つつあります。自分の命を守
る為の減災の知識を身に付け
ようと神戸にある「人と防災
未来センター」の見学を計画
しました。
４階では大きな音とともに
阪神・淡路大震災の映像が流
れます。びっくりして泣き出
してしまう子も。３階は震災
から復興までの様子を紹介し
ているフロアで、人の暮らし
や町並みの復興過程が一目で
分かるジオラマなどがありま
した。
語り部の方が自らの体験を
語ってくださるコーナーもあ
り、私たちに語ってくださっ
た方はコープこうべの元職員
の方で、当時ご自身の経験か
ら食料と水の確保が重要と強
く言っておられました。非常
食という特別な物ではなく、
缶詰・レトルト・パックご飯
など、普段の食事に使える物
23

41

冷凍魚の加工
の様子とおいし
い食べ方を知る
ため、堺市にあ
る（株）川喜さん
を訪ねました。
「さわら西京漬」をはじめ
とする冷凍魚や、お正月の予
約商品・祝い鯛でもおなじみ
のメーカーさんです。
まず川喜さんの歴史や特
徴、お魚の産地についてお話
を伺い、工場見学へ。
工場内は、入荷口から生産
ラインが一方通行になってい
て、人の行き来を減らし、よ
り衛生管理に気を遣われてい
ることが分かりました。
お正月の祝い鯛は、この日
は焼いていませんでしたが、
焼き場を見ることができまし
た。
川井さん

参加15名

長宝寺パル委員会（交野市） 交野組合員集会室
９月26日
参加13名（うち子ども５名）

福島地域活動委員会（大阪市）
８月17日

自分でできるハンドマッサ
ージも教えてもらいリフレ
ッシュ！
Ｑ．味噌漬けの魚を焼くとこ
げちゃったり、バラバラに
なってしまった。
Ａ．味噌漬けは焦げやすいの
でしっかり解凍してくださ
い。焼きすぎないようコン
ロでゆっくり（中火で）焼
いていただきたいですね。
また、味噌はキッチンペー
パーなどでふき取ってくだ
さい。水はNGです。

ココラボ讃岐うどんのひみつ
人と防災未来センター見学

「お肌の水分量をチェック
しまーす」ドキドキ♪

焼鯛
（炭火焼）特大 １尾
※商品の詳細は
「お正月
準備号」
カタログにて
“熟成二段仕込”
の秋鮭と
さわらの味噌漬の試食

コープ基礎化粧品

体験会

食

組合員活動 の
コーナー
環境
平和

（株）
川喜の工場見学

これ使い心地
ええわぁ～

◀原料魚をカットしたあと、
細かい血合いまで手作業で
取り除く

参加23名

東住吉北地域活動委員会（大阪市） 阿倍野組合員会館
９月12日
参加10名

菅原東パル委員会（枚方市）
９月19日

くらし
2018.11.19
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2018.11.19

2018.11.19

11月から新しいメニューが登場！！

夕食サポート
せ
からのお知ら

夕食サポートの選べるコースに、「食べごたえ４品コース（おかずのみ４品）
」が新たに加わりました。
しっかりとした味付けで、メインにボリューム感のあるコースとなっています。また、返却不要の容器で
お届けしますので洗う手間がはぶけて便利♪
おかずの

み

4品

2018年

11月5日

食べごたえ4 品コース

新発売

骨折して
洗い物が
できないの…

1食あたり
カレイの柚子▶
胡椒ソース

メインにボリューム感の
あるコースです。

本体

こんな方におススメ！

620円（税込670円）

品数より
メインをがっつ
り
食べたいな…

食べ盛りの子どもに、
ボリュームもあって栄養の
摂れるものを食べさせたい…

夕食サポートって？
栄養バランスがとれて安心な夕食を簡単＆手軽にとっていただきたいと、週５日（月～金まで）毎日、お弁当
をお届けするサービスです。
2012年からスタートし、今では１日平均6500食ご利用をいただいています※。今回新メニューの登場で、選べる
※2018年９月現在
コースは５つになりました。ぜひ、生活のシーンに合わせてご利用ください。

〈あたらしい「食べごたえ４品コース」以外はこちら〉
ときめき御膳
ボリュームがあり野菜が
たくさん摂れます

おかず４品コース

おかず６品コース

少食の方に！少量でも栄
養バランスがとれます

健康志向のメニューが盛
りだくさん

お弁当コース
ごはんがついて手間なし
で食事の用意ができます

10月度の委員会の主なとりくみ（９/21～10/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

7

139

取引先を講師に学習会

3

47

平和のとりくみ

1

15

内部学習会

3

43

20

435

試食会
その他のとりくみ
合

計

5

83

39

762

※上 記以外に大阪まちづくり連絡会が「パル
コープのエコ活動（ゴミ減量フェスティバ
ル）」（10月13日）に参加しました。

作ってみませんか？試してみませんか？
９月25日 旭地域活動委員会（大阪市）

築野食品工業見学
10月４日 つだ地域活動委員会（枚方市）

シマダヤ
９月26日

秋のおすすめ試食会
10月６日 鶴見南地域活動委員会
（大阪市）

長宝寺パル委員会（交野市）

ふくれん試食・学習会
９月26日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）

COOP商品を使って
楽しくクッキングしよう
10月11日 榎本パル委員会（大阪市）

秋のおすすめ試食会
９月26日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）

築野食品工業
10月12日 墨江パル委員会（大阪市）

秋のおすすめ商品試食会
９月26日 守口西部地域活動委員会
（守口市）
防災学習会
９月26日 寝屋川西香里地域活動委員会
（寝屋川市）

救命講習会＆秋のおすすめ商品試食会
９月21日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）

秋のおすすめ商品
９月27日 寝屋川北合同パル委員会
（寝屋川市）

秋のおすすめ試食会
９月21日 交野南地域活動委員会
（交野市）

夏バテ解消メニュー
９月27日 守口東部地域活動委員会
（守口市）

数ある冷凍チャーハン食べ比べと
秋のおすすめ商品試食会
９月21日 交野西地域活動委員会
（交野市）

城東組合員会館防災訓練
10月10日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

秋のおすすめ試食会
９月26日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

介護学習会
９月21日 山田パル委員会（枚方市）

秋のパルカフェ in 此花
９月21日 此花地域活動委員会（大阪市）

サラダコスモ見学
10月９日 長宝寺パル委員会（交野市）

友が島へ見学
10月13日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）
北坂養鶏場見学
10月15日 点野パル委員会（寝屋川市）
秋のおすすめ商品試食会
10月15日 大阪中央地域活動委員会
（大阪市）
救急・救命講習
10月15日 今津パル委員会（大阪市）
おしゃべり喫茶
10月16日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）

葬儀場見学
９月28日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

美吉野農園組合見学
10月18日 桜丘・星ヶ丘店舗パル委員会
（枚方市）

生協のお茶会
９月28日 天王寺地域活動委員会
（大阪市）

秋のおすすめおしゃべり試食会
９月22日 福島地域活動委員会（大阪市）

秋のおすすめ試食会
９月28日 都島北地域活動委員会
（大阪市）

秋のおすすめ商品の紹介・試食
９月22日 大東西地域活動委員会
（大東市）

秋のおすすめ試食会
９月28日 門真合同地域活動委員会
（門真市）

全農ミートフーズ見学
９月25日 榎並パル委員会（大阪市）

おしゃべり喫茶秋のおすすめを使って
９月28日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）

秋のコープきんき試食会
９月25日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

お茶会
９月29日

粉浜店見学・買い物・交流
10月18日 南平野地域活動委員会
（大阪市）
有田コープファーム見学
10月20日 大東東地域活動委員会
（大東市）
美吉野農園組合見学
10月20日 四條畷北地域活動委員会
（四條畷市）

東成地域活動委員会（大阪市）

※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。

■お申し込み・お問い合わせは、夕食サポート専用ダイヤルまで

0120－114－284

●携帯電話
（有料）0570－001－911 ●PHS・IP電話
（有料）072－856－7652
〈受付時間〉月～金曜日 ９：00～よる８：00 土曜日 ９：00～夕方５：00

募 集！!

夕食サポートのホームページのデザインが新しくなりました！
夕食サポートのホームページでは、夕食サポートと健康管理食
（やわらか健康食・介護食・健康管理食）についてご案内していま
す。献立表もお届け前に公開してご覧いただけるようになっていま
すので参考にしてみてください。

https://www.palcoop.or.jp/yushoku/
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◦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）
■商品のエピソード
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！！

写真もご一緒に

「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☆
（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）
※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。

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
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。
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155号
2018.11.19

※ 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

155号

2018.11.19

★ 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

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

所

12月18日（火）10：00～12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

12月14日（金）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。

寝屋川
阿倍野

12月５日（水）10：00～12：00

城東

12月３日（月）10：30～12：00
12月17日（月）10：30～12：00

つるみ店

12月19日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

12月21日（金）10：00～12：00

守口

12月13日（木）10：30～12：00

今津

12月３日（月）10：30～12：00

★クリスマスの衣装で写真を撮ろう！

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
場所

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

※12月はお休みです

日時
場所

12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

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

￥

＝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時に開催市町村または見学先に暴風警報・大雨洪水警報発令
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12月17日です。
9

季節の料理を
いただきましょう

城東
12月11日（火）11：50～13：30
城東組合員会館
（城東区成育１） クリスマス

￥ 500円

Ｍ クリスマスメニュー
締 12月７日（金）

ソングなど
生演奏で楽
しんでいた
だきます

主 いきいき昼食会城東

日時
場所

あべの
12月13日（木）11：30～13：00
阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

￥ 600円

今回のみいつもと違います

Ｍ 酢豚、くらげの和えもの、大根も

ち、中華風コーンスープ、ゴマ団
子、白飯、コーヒ
中華で
X'masパーティ
ーか紅茶
しましょう!!
締 12月11日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
仁和寺
日時 12月13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）
￥ 500円

Ｍ チキンのフレンチ照り焼き、ミニ

ハンバーグ、人参のごま和え、サ
ラダ、カレースープ、ケーキ
締 12月11日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

ふれあい喫茶by夢くらぶ

12月 「すくすく」の開いている日
12月生まれのお誕生日会は
12月18日
（火）
です
火曜日

４日

11日

18日

木曜日

６日

13日

20日

※以降年内はお休みです。
年明けは１月10日（木）からはじまります。

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。

）

日時
場所

12月11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
サンタさん来ます
きる場を提供して
第２火曜日に変更に
なっています
います。
Ｍ デコレーション寿司（200円）
、
肉うどん（100円）、
シフォンケーキ（100円）、
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

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

くらしの中から考えよう
日本の未来

アースちゃんカフェ at 忍ヶ丘
～みんなでデコってみよう～

日時
場所

日時
場所

12月12日（水）10：00～12：00
寝屋川組合員会館
（寝屋川市大利町20）

平和で安全・安心して
くらせる未来を子ども 絵本「へいわって
たちに残すために、今、 どんなこと？」の
朗読もあります
私たちに求められてい
ることは…
講師：竹村三仁さん
（寝屋川市職員労働組合委員長、寝屋
川革新懇事務局長）
主 平和グループ「peace wishing」
み つひ と

12月９日（日）11：00～13：00
おおさかパルコープ忍ヶ丘店
（四條畷市岡山東１）

ソーラーＬＥＤキーホルダーをかわい
くデコレーションしてみましょう。コ
ーヒー ・ 紅茶でホッ とひといき（無
料）。おみくじクイズ、正解者はお菓
子ゲットできます（無料）
￥ 材料実費500円
主 問 NPO法人
リアルにブルーアースおおさか
 ☎ 070－5659－8147（担当・武田）
※パルコープが加入しているNPO法人です。

『サービス付き高齢者向け住宅』
入居説明相談会 開催のお知らせ
来年の春、 大阪市都島区御幸町二丁目、
（旧）都島福祉センターの跡地におおさかパ
ルコープが運営する『サービス付き高齢者向
（イメージです）
け住宅』を新規開設します。11月、12月に施
設についての説明と入居相談会を開催。組合員の皆さんの参加をお待ちして
おります。
〈日程〉

12月１日（土）
12月９日（日）
12月16日（日）
12月23日（日）

12月２日（日）
12月15日（土）
12月22日（土）
12月24日（月）

〈時間〉どの日程も
（午前）10時～ 施設概要の説明・質疑
11時～ 個別相談会
（午後）14時～
15時～

施設概要の説明・質疑
個別相談会

〈場所〉

パルコープ京橋事務所（本部）３階会議室にて
参加ご希望の方は、下記にご連絡頂き、ご希望の日程と時間帯（午前＆午後）をお伝
えください。尚、ご希望の日程が満席の場合は他の日程での参加をお願いする場合が
あります。ご了承ください。
・福祉事業部
0120－294－044
携帯電話からは ☎06－6242－0884（有料）（月～金：９時～18時）
0120－409－555
・組合員サービスセンター
携帯電話からは ☎0570－050－117（有料）（月～金：９時～22時、土：９時～17時）

ジ
ホームペー せ
ら
知
お
の
から

「検査室クイズ」のコーナーが登場！

商品検査室で一体どんな検査をしているの？とい
った疑問や、パルコープが行っている食の安全のと
りくみについて、 もっと身近に感じてもらえるよ
う、検査室にまつわる○×クイズのコーナーを作り
ました。ぜひ一度チャレンジしてみてください♪

正解すると、ちょっとした
マメ知識も紹介しています

〈例〉Q、輸入肉（牛・豚・鶏）の検査は何を調べている？
※答えはホームページ「検査室クイズ」のページで確認してね
https://www.palcoop.or.jp/osusume/foodsafety/quiz/
商品検査室の食の安全のとりくみについて、詳しくは12頁をご覧ください。

組合員会館、
組合員集会室の地図はホームページでも見ることができます。 http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html
8

155号

2018.11.19

応募方法は下記をご覧ください

迎春準備

此花区 難波 千枝子

迎春商品の案内が多くなっ

さ
ん

てきて、少しずつ焦る気持ち

■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
←

 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

初めておせちを注文

生協で買う商品の事がよく

キャベツはまるごと

少量のものをよく買います

分かり、納得して買うことが

ん

ん

が、キャベツはまるごと買っ

できます。今回は初めて生協

さ

さ

ています。キャベツスライサ

でおせちを注文してみまし

池田 和彦

野末 亜弥

ーを使うとキャベツをいっぱ

た。届くのが楽しみです（い

福島区

い食べることができます。生

つもは生協で材料を買い自分

さ
ん

協のレモンも安心なのでよく

で作っていました）
。

中央区 荒井 恵子

買います。

おせちに悩んでいます

交野市

オリジナルのおせちがうま

ん

子育て世代のイベントに
参加したい

さ
ん

そうで、嫁に「今年は買おう

天王寺区 泉森 瑞代

イベント情報などを見てい

や」と言ってみました。今、

さ

ると、子育て世代に向けての

山本 由美子

参考になります

城東区

悩んでいます。

「わがまちの子ども食堂訪

イベントがたくさんあって参

で、阿倍野区

問 記 」、 私 た ち の 町 で も 子 ど

加したいなと

のパルちゃん

も食堂を始めました。参考に

思っています。

広場に参加し

なります。少しでも、子ども

天王寺区なの

てみようかな。

たちの環境が改善されるよう

※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

今回は
５名さまに
プレゼント！
154号での応募は
73名でした。

■締め切り 12月１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

に見守っていきます。

クイズの答え、または「フェイスパウダー
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。

メイクアップを
楽しみましょう

ホームページ
からも専用フ
ォームで応募
できます

繋がりが見えて
うれしくなりました

３色のピンク色が入った
★ 今月のプレゼント
フェイスパウダーです。
パールが入っ ているの
花艶カラーフェイスパウダー 13g
で、ハイライトとしても

本体1,780円
（税込1,922円） 使えますよ♪

が出てきました（と言いなが

縦に細く

103
くすみを飛ばすのは、ピンク色
のハイライトがおすすめ！！
ピンクの色味は、血色感をアッ
プさせ、
顔がぱっと明るくなり、
顔色がよく見えます♪

「こめ油」
生協のお店でも

ふんわりと
丸く

ん

③Ｔゾーン（額～鼻筋）

頬骨の高い
部分に

さ

上唇の
山部分に

古野 静子

②目の周り～頬

都島区

☆お顔の中心が明るいと全体が明るく見えます☆
①口元

ら友人とお茶

ヒント：無漂白、
歯ざわりプチプチ

を
ご意見・感想
い。
さ
だ
く
お寄せ

〒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

さ
ん

23

寝屋川市 山下 由美子

21

22

してお喋りし

20

フードドライブで集まった

18

19

て…）。でも、

17

いつも「こめ油」を使って

16

品数を報告されていて、この

14

15

おせちはコー

13

います。生協のお店でも使っ

11

頃掲載されている子ども食堂

12

プさんに助け

10

ていると聞いています。身体

９

にちゃんと届けられるんだろ

８

～ハイライトをつける場所をご紹介～

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）

11

７

６

のために良い物を使っている

り

５

うなと思うと、繋がりが見え

ゆ

有里さん

４

んですね！

近藤

３

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。

じゅつ

回答者：
（株）
クラブコスメチックス

２

れ

肌のくすみに悩んでいる
方は、
「ハイライト」 を入
れることでお悩みを解消で
きますよ。 ただどのように使うの
か、どんな意味があるアイテムなの
か、よくわからない…という方も多
いのでは？実は、入れ方次第で、顔
色を明るく見せ、美肌メイクも叶え
てくれる、メイクの最強アイテムで
す！今回は、ハイライトを入れる場
所をご紹介いたします♪

１

き い の術

 色のくすみが気に
顔
なります。メイクで
解決できる方法を教
えてください。

Ａ



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。
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①秋、産卵のために川をのぼ
る鮭の異名
⑤今日の次の日
⑦衣服などで、体格や体形に
かかわらず着られるように
作られていること
⑨衣類を整理・保管する家具
⑩塩けが薄いこと
⑫ ←→過疎
⑭花や実など多く集まって枝
から垂れ下がっているもの
⑮失策、失敗
⑯「数の子」の親
⑰トウモロコシの一品種、糖
分が多い
⑲岐阜県中南部の和紙の産地
の市
⑳着たときの姿・形を整える
ために、肩・胸などに当て
る詰め物
さわやかで気持ちよいこと
物事の根源、起源

Ｑ

出題：溢

ていただける

号の正解】
ハルカゼ

応募総数 230通
正解者数 229通

154

て嬉しくなりました。

⑱ほね
タテのカギ
シューズ
①他の外来語に付いて「あと
ヨコのカギ
の」
②首の長い動物
③褐色など大地を思わせる色
④経度 度で１時間の差
⑤都の東方にある諸国、地方
⑥東京都八王子にある山
⑧威勢や権力などで相手を恐
れさせること
⑪自分の才能に自信や誇りを
もつ心
⑬ひき肉の入ったパイ
⑮農業をいとなむこと
⑯針で縫うこと
⑰味噌に酢と砂糖を加えてす
ったもの

【
アブラ アゲ ジ ヤ
タンカ ー ハヤ ク
ツカ トルネード
クノウ ナダ ウ
ヒル マ クジ
ハ チ ドウルイ
ナイ マ ゼ コバン
サン イン ドウ ド

ので安心！

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

↓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。

理 事 会・監 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
供

給

10
実

績

月

度

６回
2018年度 第
11月９日

おもに討議、確認した内容

累計（４月～10月）

計画比％ 前年比％

実

績

計画比％ 前年比％

高

4,640,765

102.2

99.6

33,567,057

101.1

101.8

供給剰余金

1,238,610

103.8

101.4

8,799,773

102.3

103.2

福祉剰余金

1,143

40.8

21.7

22,962

98.0

64.1

事業総剰余金

1,362,383

103.5

101.0

9,679,710

102.3

103.1

事 業 経 費

1,257,601

100.9

102.1

8,757,862

99.4

102.8

事業剰余金

104,781

151.2

90.1

921,847

142.4

105.6

経常剰余金

119,920

142.1

91.2

1,057,367

134.7

104.7

●2018年度2018年10月度事業報告
●商品検査室報告
●くらし・他団体、その他報告

〈監事会報告〉2018年度 第７回定例監事会（11月９日）
①前回以降の監査状況を報告確認しました。
②2018年度上期監査意見書及び上期監事監査活動報告に
ついて協議確認しました。

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。
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2018年度上期（2018年4月〜9月）商品活動レポート
組合員さんの声から開発・改善した主な商品一覧
2018年度上期（４月～９月）で寄せられた声から実現した開発・改善は2,261件でした。主な商品を紹介します。

●商品の改善を行いました
・CO・OPハトムギ入り爽やかブレンド茶
ノンカフェイン600mL×24
段ボールケースの持ち手が真ん中に
なり、穴の形状も三角形にして持ち
やすく（４月より）
・CO・OP炭火やきとりもも串（たれ）
「８本入りなのに、調理方法が
レンジで１本、３本、５本の調
理となっており不便」の声をう
け、包材裏面に８本のレンジ調
理時間を表示（４月より）
・CO・OPミックスキャロット各種
おいしさはそのままに、にんじんの配合
率を50％⇒55％に高め国産原料比率も
83.5％にアップ（５月４回より）
・CO・OP毎日食パン
「切数が複数あるが、どれも
見た目が同じ」の声をうけ、
パッケージのオビの色を変更
（６月１回より）

・赤穂のたまごと北海道牛乳でつくった
おうちプリン
寝屋川支所職員が、パルコープ・
よどがわ生協で人気の「赤穂のた
まご」と「北海道3.7生協牛乳」を
使って、地元大阪のメーカー「コ
コラボ茶わん蒸し」でおなじみの
太陽食品さんと一緒に開発（５月２回より）
・関西風 肉うどんやで
枚方支所の職員が、枚方支
所開発商品「牛丼の具」と
同じ牛肉を使って開発。も
っちりとした冷凍うどんに、かつおと昆布のすっ
きりだしに肉のほどよい甘みがマッチ。商品名も
職員のアイデアをいかし大阪らしい名前に
（５月４回より）

・国産豚しょうが焼用肩ロース
調理方法が記載された包材に変更し、
解凍方法も分かりやすく表示（８月４回より）

・ミルクたっぷりヨーグルト
港支所の職員が、産直産地の牛乳を使ったヨーグ
ルトを作りたいと開発。原料乳は「阿蘇やまなみ
牛乳」のみ使用、生乳比率 90％。ビフィズス菌
BB-12を使った、甘さ
ひかえめの加糖ヨーグ
ルトに（５月５回より）

・しまほっけ一夜干し（骨とり）
「骨取りのほっけがあったら
いいのに」の声をうけ開発。
脂ののったおいしい部分を残
すように骨は１尾ずつ手で取っ
ています（９月３回より）

・夏の大人の茶碗蒸し
平野支所の職員が食べ比べ、
具材からラベルデザインまで
を決定。大阪の夏に欠かせな
い「はも」など６種類の具材
を入れて開発（６月２回より）

・元気鶏 五目炊きこみごはんの素
４月デビュー後、組合員さん
アンケートをもとにリニュー
アル。①具材を10g増。②少～
し濃いめの色に。③人参の煮
くずれを改善。④包材裏面に
２合炊で食べる場合を記載。（９月４回より）

・めっちゃジューシーな
うちの餃子
家庭で作ったような粗挽き
感のある餃子を開発。３支
所（枚方・生野・都島）で
吟味し、食べごたえのある
１粒20gサイズであっさり
とした味わいに
（７月４回より）

・関西風 あげが２枚のきつねうどん
CO・OP商品のうどんリニュー
アル後に「前の味がよかった」
の声をうけ開発。全支所の職員
が食べ比べをして麺・だし・揚げ
を決定
（９月４回より）
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●“組合員さんが求めている商品”を
支所の担当者とともに開発しました

〜この間の商品改善や食の安全のとりくみ〜

●商品案内の紙面改善を行いました

●新規商品の企画要望にこたえて企画しました

・切り花（シャクヤク）
「ツボミの状態でお届けします」を表記
（６月３回より）
・西京活〆はも湯引き（からし酢みそ・梅肉付）
数量表記に「はも100g」を追加（８月５回より）
・イチジク
お届け時にフィルムでまいていないことを紙面に
記載（10月２回より）

・マルちゃん焼そば（７月２回より）
・くるみん（７月３回より・パン）

・ふわふわパンのブレッドナイフ
刃の拡大図をわかりやすく表記（10月２回より）

・ミルク生活（７月３回より・粉ミルク）
・理想のトマト（８月２回より・トマトジュース）
・国産野菜で作ったなめらかキューブ
（８月３回より・野菜ペースト）
・ロイズ 抹茶アーモンドチョコ
（８月５回より）

食の安全のとりくみについて
●品質、安全確認のとりくみ
・商品検査室では、2018年４～９月度で9,985件の商品検査を実施しました。
新規取扱い品（2,206件）、店舗取扱い品や衛生検査（1,666件）などが増加しました。
・組合員さん、取引先様などから８件の商品検査室見学のお申込みがあり、合計87名の
方が見学されました。

残留農薬検査

●メーカー・産地との相互の信頼をつよめるとりくみ
・組合員さんからの「商品の改善要望」を受けとめ、その問題点、原因を明らかにし
改善要請をしています。（メーカー・産地訪問による協議を計17社実施しました）
たまご検査

●生産者と組合員さんとの交流・学習をすすめています
・機関紙ぱるタイムやホームページでご案内している中央企画
ツアーには、９月までで計118名の組合員さんとご家族が参加
され、生産者のみなさんと交流しました。
訪問先

JAいなば
田植え体験ツアー

企画名

日程

参加人数

JAグリーン近江

田植え体験ツアー

５月12日（土）

31

JAいなば

田植え体験ツアー

５月19日（土）～20日（日）

30

なかむら農園

デラウェア収穫体験ツアー

６月16日（土）

42

美吉野農園

梅干し作り体験ツアー

６月23日（土）

15

※大雨と台風の影響により「紀ノ川農協収穫体験ツアー」、「岡山モーモーツアー」は中止になりました。
※物流センター見学ツアー（２回）は地震の影響で中止になりました。

・パル委員・地域活動委員・組合員活動委員会メンバーを対象に、迎春商品学習会（10月２日、237名参加）を
開催しました。地域の活動につなげています。
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▶▶16ページより続く

大阪府

か ずのこ本 来のおいし さ を 味 わっていた だけ るのは
〝 生 協 だか らこそ 〟 ︵高松さん︶

特集

奈良県

丸長水産
（株）
和歌山県

「塩紅鮭切身」
「北海道産塩秋鮭切身」
を作っている丸長水産
（株）
さんは、お正月におなじみ「生協の無漂白塩かずのこ」
「生協
の味付数の子」のメーカーさんでもあります。
無漂白ってどういうこと？どうしてあんなに歯ごたえがいいの？
そんな疑問について伺ってきました。

商品検査室だより
お申し出

みかん（温州）買ったら、すぐに傷んで
カビが生えてきた。いい保存法は？

当社は１９７０年設立以来、
水産物の卸販売と加工製品を中心に事業を行い、
様々な
魚種を取り扱っています。
パルコープさんとのお付き合いは１９９０年代前半からで
「かさごの開き」
が始まりで
した。生協のかずのこ は元々は委託加工の商品だったのですが、
２０１２年に
「塩かず
のこ」
を、
２０１５年には
「味付数の子」
を、
自社で原料調達から加工・出荷まで一貫管
理するようになりました。
それに伴い、
かずのこ加工専用の部屋も工場内に作ったん
ですよ。
カナダで原料が水揚げされる３月頃からうちの従業員も現地に１〜２ヶ月滞在
して、
現地スタッフに技術指導をしながら意見交換をしたり、
選別を行う中国にも行き
現場に立ち会ったりするので、
当社としても特別な思いを持ってやっていますね。

検査室からの回答

品質管理室 室長
高松 研介さん

かずのこ本来のおいしさを届けるためには、
「 漂白しないこと」が必要
我々の目指すところは 生協ならでは 。
かずのこ本来の素材をそのままお届けし、五感（見た目・味わ
い・歯ごたえ・香り・ポリポリという音）
で楽しんでもらいたいと思っています。
そのためには、
「漂白しな
いこと」が必要です
（※）
。漂白しないためには原料の鮮度が良くて色がきれいというのが絶対条件です。
また、
水と塩しか使っていないとてもシンプルな加工法なので、
良質のものを選別するための人手と手間
がより多くかかります。
カナダから中国、
そして日本へ届くまでに何度も選別をしてど
んどん絞り込んでいき、
和歌山の工場でもさらに試食検査や検品を行います。
このよ
うなことは量販店ではできません。
生協だからこそできることだと思っています。
組合員さんに素材そのもののおいしさを味わっていただくため、
これからもおいし
いかずのこを頑張ってお届けしていきたいです。
※一般的なかずのこは、過酸化水素水や亜塩素酸水などで漂白しています。薬品を使うため見栄えはいいが、
本来の風味・歯ごたえは損なわれる

数の子加工専用の部屋

厳しくチェック！「生協のかずのこ」
水揚げ・加工
３〜5月、カナダ（太平洋）
で水揚げさ
れたニシンを、近くのバンクーバーで
鮮度が良いうちに加工。腹出しして塩
〆めします。
カナダ（太平洋）産は歯ごたえ抜群と
いうのが特徴。

選別
原料の選別は中国
（大連）
で。
下から光を当てて虫やゴミな
どの点検を２回。その後、一次
選別、二次選別、三次選別。
選び抜かれたかずのこだけ
が日本へ。

生協の無漂白塩かずのこ 冷蔵

270g

塩かずのこは
１８０ｇ、
２７０ｇ、
３６０ｇ、
４５０ｇ、
１ｋｇ
があります

予約価格 本体２，
８８０円（税込３，１１０円）

風通しの良い涼しい場所（適温は５～10℃）で、
たくさん積み上げないようにして保存してくださ
い。また、箱でお届けした場合は重みでつぶれて傷
みやすいので、ひっくり返すなどして、下にあった

10月度

みかん

ものから召し上がってください。カビが発生したも
のはすぐに処分し、うつらないようまわりのみかん
を拭くようにしてください。なお、生協でお届けし
ているものは防腐剤を使用しておりませんので、購
入する場合は適量にし、なるべく早く食べ切ること
をおすすめします。
☆みかんを冷蔵庫で保存すると、冷やしすぎて乾燥し、味が落
ちると言われています。冷蔵庫で保存する場合は、新聞紙な
どで包んでください。冷蔵庫内でもカビは発生しますので、
長期保存は避けてください。

〈10月度検査状況（18.９.21～18.10.20）〉 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1655件（前年同月1797件）
検査の種類
微生物検査
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※

検査件数

注意品

1060

14

61

なし

287

なし

65

なし

34

なし

5

なし

143

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】 186件（前年同月315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。

脱塩・検品・パック詰め
●脱塩…２時間おきに水を替え、その時の量や個体差によって
調整。加工に水と塩しか使わないことで臭いが付き
やすく敏感であるため、2回の試食検査を行う。微妙
な臭いを判断できる検査員は丸長水産の中でも試験
を通過した５人だけ！
●検品…水切りしたかずのこは、計量した後、人の目で検品。
異物でなくても紛らわしいものは除去。
（味付数の子
はこの後袋詰めしてからタレを充填）
●パック詰め…見栄えよく向きを揃えて手作業でトレーに並
べ、包装後も目視で最終チェック。

生協の味付数の子

80g

冷凍

味付数の子は
８０ｇ、
８０ｇ×２、
８０ｇ×３、
１２０ｇ、
２００ｇ
（大・中折れ）
があります

予約価格 本体８
８０円（税込95０円）

かずのこのご予約は「お正月準備号」のカタログで！ご注文締め切りは１１月26日（月）〜３０日（金）
【専用注文書】
にて
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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

すぐ横には太平洋が広がる
水産物加工工場

〜 和歌山県・丸長水産（株）〜

87

冷凍の「錦糸卵」を
企画します
量販店では大きい袋の
商品があるのですが量が
多すぎて買えません。生
協で錦糸卵の冷凍をあつ
かってくれたらすごく助
かります。作
るのが手間な
ので…。

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】 ご要望いただきました「錦糸卵の冷凍」は、12月１回に新登場で企
画させていただきます。焼きめ付きで香ばしい味わいです。２袋に分かれてい
るので少量ずつ使うことができます。商品案内「食べてスマイル」のリクエス
トページをご確認いただきご利用ください。
（商品部 冷食担当）

平野支所
配送担当
西村さん

組合員さんにお伝えすると、
「そうなん？それやったら嬉し
いわ～」と喜んでいただけまし
た。前任の配送担当・新井さん
は組合員さんの声をよく聞き、
丁寧な対応で信頼関係を作られ
ていたので、自分も組合員さん
の小さな声にも耳を傾け、喜ん
でいただけるような担当者を目
指していきたいと思います。

錦糸卵

200g
（100g×２） 冷凍

企画回：12月１回

本体

398円（税込 430円）

※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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