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■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
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〒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
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豚肉薄切りシート巻きの
おすすめレシピ

西成区 田中 照美

最近やっておいしかったも

書き損じ・
未使用のハガキ

１枚

ブルキナファソでの
「おかゆ」１食分
母子保健センターで、栄
養のあるおかゆを提供。
母親に栄養知識と料理法
についても教えている

▶▶▶▶

身近なもので支援ができます！
このようなものを送ってください
＊年賀ハガキ、郵便ハガキ
（書き損じ・未使用）
＊未使用切手（日本・中国のみ）
＊使用済み切手
（国は問わず。小袋等で未使用
と使用済を分けていただけると助かります）
＊商品券（地方限定・古い物・収入印紙も可）
＊ブルーチップ・グリーンスタンプ（切手サイ
ズ・商品券サイズ）
＊未使用テレホンカード・プリペイドカード
（使用途中も可。使用済みは集めていません）
＊外国紙幣（コインは集めていません）
＊中古音楽CD・映画DVD・ゲームソフト
（非売品・シングルCD・雑誌の付録は不可）

ツ﹂おいしかった！シートを

ＮＰＯ法人ハンガー・フリー・ワールド（飢餓のない世界を
創るため活動する国際協力団体ＮＧＯ）では下記の物品を換金
し、飢餓に苦しむ人々の自立支援のため、住民の栄養改善・農
業・医療などに使われます。2019年１月17日から配布の「専用
封筒」に下記のものを入れて郵便ポストに投函してください
（切手不要）。配送では回収していません。ご注意ください。
昨年は3,445人の組合員さんから、約522万円（換金額）のご
協力をいただきありがとうございました。
１月17日から配布の専用封筒で

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

あなたのご支援で
こんなことができます

2018年12月21日
理事長 乕田 喜代隆

「定款第 10 条第２項、第３項および第４項」、ならびに「所在不明組合員のみなし自由
脱退手続きに関する規約」にもとづき、以下のとおりすすめていきます。
（対象組合員）2018年12月20日時点で、2017年と2018年の２期連続して郵便物（剰余金処
分のお知らせ）が返送され、所在が確認できない組合員
（公示場所）支所、店舗、福祉センター、組合員会館、組合員集会室、京橋事務所（本部）で
掲示、
ぱるタイムへの掲載、
パルコープホームページ上の電子公告
（公示期間）2018年12月21日〜2019年２月８日まで
（閲覧場所）支所、店舗、福祉センター、組合員会館、京橋事務所（本部）
（閲覧期間）2018年12月21日〜2019年２月８日まで
（閲覧内容）対象組合員の組合員コード、組合員氏名
（閲覧資格）以下の条件を満たす場合にのみ閲覧が可能です。
組合員本人および組合員と同一世帯に属する者であることが確認できた場合
（閲覧方法）閲覧希望者は、各閲覧場所で「閲覧希望者名簿」に記入し、本人および組合
員であることを証明するものを提示して下さい。閲覧にあたり、対象組合員
名簿の転記およびコピーはできないものとします。
（閲覧後の処理）本公示期間終了後、所在が確認できなかった組合員については、
「みな
し自由脱退者」とみなし、生活協同組合おおさかパルコープ定款第10条第２
項による「みなし自由脱退手続き」を理事会の承認により行います。
その手続きの結果については2019年通常総代会で報告します。
（みなし自由脱退処理後の対応）
みなし自由脱退処理後であっても、当該組合員本人からの申し出があれば、
組合員としての権利は復活し、出資金は2019年３月20日時点の残高で組合員
名簿に登録することとします。

広げ︑スライスチーズを真ん

中に置いて三つ折にたたむ！

チーズがでないようきっちり

包む︒塩胡椒して衣をつけて

あげる︒薄いしすぐ揚がり︑

しかもふわっとふくらむ！サ

ックサクでチーズがとろけ

て︑簡単なわりになかなかで

した！
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今年は﹁味付数の子﹂に

守口市 阿佐部 敦子

毎年︑生協さんの数の子を

おいしくいただいています︒

今年は手間を省いて﹁味付﹂
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にしました︒楽しみです︒パ

リパリ︒

東北の震災復興を
見守ります

東住吉区 吉岡 知子

ハンガー・フリー・ワールド
「書き損じハガキ回収キャンペーン」にご協力を

←

の︑生協の﹁豚肉薄切りのシ

本間 昌子

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。

ート巻きでミルフィ ーユカ

﹁夕食サポート﹂
工夫していただき感謝

枚方市

﹁夕食サポート﹂を利用し

ています︒食べごたえ４品コ

ース︑ちょうど良い量で使い

やすくなりました︒工夫して

いただき︑感謝します︒
東北の震災復興が少しずつ

んん

生活協同組合おおさかパルコープ

進んで良かった︒でもまだこ

ささ

「所在不明組合員のみなし自由脱退手続き」についての公告

れからの事も沢山あるので見

渡辺 諭子

検査室クイズに挑戦

寝屋川市

2018年度

守っていきたいと思います︒

内容が盛りだくさん♪
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ホームページの検査室クイ

平野区 中松 郷子

内容が盛りだくさんで︑パ

真砂 和代

家族に
喜んでもらっています
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ズに挑戦してみました︒楽し

編

枚方市

ルコープの知らない内側の活

最後に、組合員の皆様には大変ご心配と不安
をいだかせることとなりましたことを、心より
お詫び申し上げます。

﹁ Ｐａ ・ ぱ っ と ク ッ キ ン

今回の事案については重く受け止め繰り返す
事の無いよう、行政からの指導はもとより、組
織として職員の健康管理と適正な職場の環境改
善に取り組んで参ります。

く勉強できました︒

昨年３月に亡くなられました職員には、心か
らの悲しみとともに非常に残念でなりません。
故人のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族
には誠意を持って対応させて頂きたいと思って
おります。

動がわかる︒これからも︑色

11月15日、
毎日放送のニュース番組（VOICE）
で、パルコープの労災事案に関する放映があり
ました。

グ﹂はいつも読んで試してい

パルコープ組合員の皆様へ

んな情報を知らせて欲しいと

2018年11月15日
生活協同組合おおさかパルコープ
副理事長 所 清司

ます︒おかげさまで︑家族に

11月15日 毎日放送の報道について

思います︒

組合員サービスセンター
0120−409−555
携帯電話からは ☎ 0570−050−117（有料）
（月〜金：９時〜22時、土：９時〜17時）

喜んでもらっています︒これ

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）

からも参考にさせてもらいま

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。

す︒よろしくお願いします︒

〈場所〉

パルコープ京橋事務所（本部）３階会議室にて

楽しんでいただきありがとう
ございます︒パルコープが行
っている食の安全のとりくみ
について身近に感じてもらえ
る○×クイズの
コーナーです︒
スマホからは
こちら↓

〈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〜 施設概要の説明・質疑
15時〜 個別相談会

お正月物品を生協で

12月22日
（土）12月23日
（日）
12月24日
（月）１月12日
（土）
１月13日
（日）１月14日
（月）
２月11日
（月）２月17日
（日）
２月24日
（日）
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〈日程〉

木村 和代

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
（イメージです）
ルコープが運営する『サービス付き高齢者向
け住宅』を新規開設します。施設についての説明と相談会を１月と２
月も開催。組合員の皆さんの参加をお待ちしております。

住吉区

『サービス付き高齢者向け住宅』
説明＆相談会 開催のお知らせ

お正月物品を生協で着々と

申し込み︑娘家族を迎える準

備がほぼ完了！おせち料理は

生協の新作﹁春風﹂︑味付け数

ぱるタイム 153 号で案内した「ユニセフチャリティ
バザー OCAT2018」（10 月 20 日開催）が、当日は大
勢の方が来場し盛況のうちに終える事ができたと、大
阪ユニセフ協会よりお礼をいただきました。ご協力い
ただきましたみなさま、ありがとうございました。
バザー収益金と募金は日本ユニセフ協会を通じてユ
ニセフ（国際児童基金）に送られ、世界の子どもたち
のために役立てられます。
バザー収益金 1,217,936円
募金
120,063円

の子ももちろん生協ですよ︒

大阪ユニセフ協会よりお礼をいただきました

ウ ガ ン ダ で は、HIV/
エイズで夫や親を亡く
した女性が多くいま
す。果樹栽培は、女性
の自立を支えます

封筒に入りきら
ない場合は、 ゆ
うパック（着払
い可）で。

投函期間 2019年５月31日
（金）
まで
問い合わせ先 組合員サービスセンター（９ページ下参照）

識字率の低いベナン
で、成人と青少年に読
み書きや計算を教えて
います。先生の増員が
必要です
＊お預かりした物品は、信頼のできる特定の金融機関、
金券ショップなどにて換金し寄付しています
（写真、イラスト提供：ハンガー・フリー・ワールド）

ぱるタイムのバックナンバーは https://www.palcoop.or.jp/au̲ j i /paltime/ からご覧いただけます。
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