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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﹁かや
しまこども食堂﹂さんです︒
＊
＊
＊
京阪・萱島駅から商店街に入っ
て少し行くと︑遊具が置かれた小
さな公園が横目に入る︒隣接して
いる地域の集会所が子ども食堂が
開かれる場所︒中に入ると温かい
お出迎えと﹁まかない﹂のお誘い
を受ける︒ボランティアのメンバ
ーはいつも食事の準備 がひと段落
した後︑子どもたちが集まる前の
時過 ぎに﹁まかない﹂を食べて腹
ご し ら え を す る そ う︒和 気 あ い あ
いとした雰囲気 が伝わってくる︒
この日は学校の参観日で︑近所
の子どもたちは 時過ぎから集ま
りだした︒入口で手洗いを済ませ
受付を通り席に着くと︑すぐさま
食事が出てくる︒広くは無い 畳

くらしのたすけあいの会 主催 全体学習会
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11月８日 京橋事務所
（本部）参加96名

おばちゃん目線で見る社会の問題
〜みんなハッピーに暮らすには〜
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ほどの集会所ながら︑ 人以上い
るボランティアはみごとな連係プ
レーで配食︒シシャモ唐揚げや葉
野菜・根菜おかずのワンプレート
と︑けんちん汁︑フルーツゼリー︒
デザートも手作りをと工夫されて
いるとのことだ︒
食べている子のそばへ行き声を
かける〝 おばちゃん 〟︑食事が済
んだ子どもたちと切り絵をしたり
将 棋 を す る〝 お っ ち ゃ ん 〟︒か や
しまこども食堂は︑日曜日開催と
いう事もあり親子での参加も多
い︒それ以上に︑膝を突き合わせ
る形式が︑子どもと大人の距離が
近いと感じさせる空間を作ってい
るようでした︒

誰でもいい温かい場所に

おせっかいをいとわない﹁救われ
る言葉はおせっかいから﹂とおば
ちゃんにエールを︑また︑物事を
一面的に見ないで多角的にとらえ
て考える事が大切で﹁なんでやの
ん﹂とツッコミを入れる︑おかし
いことはおかしいと言える人が増
える事が社会を変えられる原動力
になると話されました︒
谷口さんのパワフルなお話に︑
参加者から﹁おせっかいな大阪の
おばちゃんで生きていこうと思い
ました﹂
﹁一面的なものの見方を
しない訓練が必要と分かりまし
た﹂
﹁国際法の話なども納得でき
ま し た ﹂﹁ お ば ち ゃ ん パ ワ ー と コ
ミュニティがハッピーな社会を作
るんですね﹂などの感想がありま
した︒参加したみんなが元気をも
らい勇気づけられた学習会でし
た︒
︵玉井八恵子︶

渡島さんが経営しているカ
フェは地域の方のコミュニテ
ィ の 場 で も あ り ま す︒
﹁い ろ
んな方のお話を聞く中で地域
の人々の暮らしが見えてくる
ように︒ある時︑貧困問題を
取り上げたテレビ番組を見
て︑その時はピンと来なかっ
たけど︑天ぷらなど誰しも知
っている料理を食べたことが

くらしのたす
けあいの会は︑
朝日放送﹁おは
よう朝日です﹂
﹁キャスト﹂や
ＴＢＳ﹁サンデ
ーモーニング﹂
でコメンテータ
ーとして活躍さ
れている谷口真
由美さんを講師
に 迎 え︑
﹁おば
ちゃん目線で見
る社会の問題﹂
をテーマに全体学習会を開催しま
した︒
谷口さんは︑フェイスブック上
の女性グループ﹁全日本おばちゃ
ん党﹂の代表代行をされていて︑
おばちゃん目線でオッサン政治を
チェックしながら問題提起を続け
ておられます︒
講演では︑困っている人を見た
ら放っておけないのがおばちゃん
で︑そのおせっかい大いに結構︑

大阪国際大学准教授
大阪大学非常勤講師
谷口 真由美さん

子ども食堂
応援募金
にご協力をお願いいたします

東北
支援募金

●開催日：毎月第２日曜日
12時〜 14時
●参加費：子ども 無料
大人 300円
◆ホームページ
https://kayashima-kodomo.
amebaownd.com/

ないという子が周りにいると聞い
て違和感を覚えることがあったり
し て ⁝︒
﹃何 か で き る こ と は な い
か﹄と思っていました︒そんな中︑
同じような思いを抱いている方々
とつながり人が集まり︑こども食
堂開設に向けてとりくむことを決
めました︒ボランティアであるサ
ポ ー タ ー の 皆 さ ん は 強 者 ぞ ろ い︒
アイディアを出し合ってみんなで
ご飯を作るのも楽しいですね︒
こ こ は〝 誰 で も 来 て い い 暖 か い
場所︑子どもが一人でも安心して
過 ご せ る 場 所 〟と し て い ま す︒学
校の先生が把握されている子ども
たちの情報が私たちにも降りてく
るようになって︑本当に必要とさ
れているご家庭に届くようになれ
ばいいのですが⁝︒今のところは︑
来た人にとって楽しく過ごせる居
場所になるよう努めています﹂
︒

おおさかパルコープには９つのお店があります。今回は
年末年始のスケジュールをご紹介。
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●場 所：寝屋川市萱島本町

渡島 麻紀子さん

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。

子ども食堂
応援募金

߆߿ߒ߹ߎߤ߽㘩ၴ
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＜募金方法＞ 注文書の募金カンパ欄1416へ

年末年始のお買い物はパルコープにおまかせ!!

ࠊ߇߹ߜߩ
㧔
ሶߤ߽㘩 ၴ
⸰⸥
⑧

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11月20日現在）
5,306,012円

※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。https://www.palcoop.or.jp/au̲ji/kodomoshokudou/
パルコープのお店
年末年始お楽しみカレンダー

12月17日（月）

営業時間／朝９時〜夜10時まで
※12月31日は朝８時〜夜８時まで

ポ ５倍

ぱるるんカードの
ポイントが５倍

20日（木）

21日（金）

ポ ５倍

ぱるるんカードで
コープ商品
５％引きの日

〈東都島店・
星ヶ丘店のみ〉

22日（土）

23日（日）

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

お米５％引き、
生理用品・化粧品10％引き

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

年の瀬クーポン お渡し日
24日（月）

25日（火）

26日（水）

シニア
ハッピーデー

全16アイテムがお得に買える♪
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19日（水）

シニア
ハッピーデー

年の瀬クーポン

お渡し
12月22日
（土）
〜24日
（月）
ご利用
<第１弾>
12月25日
（火）
・26日
（水）
<第２弾>
12月27日
（木）
・28日
（金）

18日（火）

年の瀬クーポン
お渡し日
31日（月）

２日（水）

ポ ５倍〈全店〉
朝８時〜
夜８時まで

店休日

28日（金）

29日（土）

30日（日）

ポ ５倍

ぱるるんカードで
コープ商品
５％引きの日

ポ ５倍〈全店〉

ポ ５倍〈全店〉

〈東都島店・
星ヶ丘店のみ〉

年の瀬クーポン ご利用日
＜第１弾＞
2019年１月１日（火）

27日（木）

店休日

＜今後の販売会の予定＞ ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
日 程
1月6日
（日）
10：00〜15：00

会

場

つるみ店

初売り
ポ ５倍

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。

〈東都島店・
星ヶ丘店のみ〉

年始は３日から営業いたします
（朝９時〜夜10時まで）

【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】https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/
【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）

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11月20日）
20,479,613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＞

2019年1月1回注文書の募金カンパ 欄【１４１７】で

年の瀬クーポン ご利用日
＜第２弾＞
３日（木）

これからも被災地に寄り添って

◎都島区防災イベント
（11月17日）売上げ 31,610円
◎大阪府生協大会（11月21日）売上げ57,780円 募金4,243円
◎関西ポジティブ（11月23日）売上げ104,920円 募金781円

※「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。https://www.palcoop.or.jp/shinsai/higasinihon/
※パルコープの店舗一覧はこちら。
https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/
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保険の学習会

子どもたちの「柿」離れな
ど、お母さんが産地で柿を見
る事で好きになってもらいた
い、生産者さんと交流する中
でこれからも利用してもらえ
たら…と、産直の柿を作って
いる奈良県・美吉野農園組合
にうかがいました。
バスで山を登り、着いた先
は柿畑。柿色の実と緑色の葉
とのコントラストが綺麗で
す。美吉野農園の方から「こ
この柿は農薬をなるべく使わ
ず手間をかけて育てていま
す。農家の方は年中柿の世話
をしてるんですよ。収穫が終
わった後は礼肥をやり、冬は
枝の剪定、春は元肥をやり、
てき らい
５月初めに咲いた花を摘蕾
（ひとつの枝にひとつの実が
な る よ う に 間 引 く ）、 梅 雨 か
てき か
ら初夏に摘果（さらに選抜す
る）…。肥料も有機肥料を使
い大事に育てます」と説明。
昼食は〝農悠舎王隠堂（おういん
どう）
〟 さんの古民家で。 柿料理
もいただきました

取り方のコツを聞いて、さっ
そくハサミを手においしそう
な柿を選んで収穫。
参加者は「子どもたちが楽
しんでくれて良かっ た」
「食
事もおいしくて柿も収穫でき
て大満足です」
「この齢にな
って知ることが多かった。勉
強になりました」と柿づくし
の一日にな
りました。

商品を実際に
見て確認してい
ただき、商品開
発や上手な解凍
方法などを学習
しようとＪＡ全
わしやま
農ミートフーズ
（株）の鷲山さ
んにお越しいただきました。
「ローストビーフの原料に
は、雌のホルスタインと雄の
黒毛和牛を掛け合わせた交雑
牛を使用しています。サシの
旨味と赤身をバランス良く兼
ね備えた牛だから、おいしい
ローストビーフになります」
と鷲山さん。スライスの実演
で は、
「半解凍でお肉の表面
がやわらかくなった時がスラ
イ ス の 良 い タ イ ミ ン グ」
「網
目がついているので同じ厚み
にスライスすることができ
る」
「 切 り 初 め や、 切 り 終 わ
鷲山さん

筒状の「避難袋」を使って
４階から避難

りの部分はサイコロ状にして
食べるのも、お肉の味がよく
分かり美味しい」と聞きまし
た。
「スライスが上手くでき
ない」との組合員さんの声に
応えて、商品にリーフレット
が同封されていて、ＱＲコー
ドをスマートフォンなどで読
み込むと、動画で解凍方法や
切り方のコツが見れるように
なっています。
学習のあとは、迎春商品の
試食。ローストビー
フは生野菜と一緒
に、栗きんとんをク
ラッカーにのせ、ク
リームチーズを添え
て洋風に。和風イメ
ージのお正月料理も
少し洋風に変身。少
し肌寒くなってきて
お正月のもうすぐと
いう時期に、少し早
いお正月を味わえた
時間でした。

日頃利用しているパルコープ
城東組合員会館の２階から出火
したという想定で避難訓練を行
いました。エレベーターは使え
ません。
４階から階段で避難し、
防火扉も閉めて無事に避難訓練
終了。その後、水消火器で消火
訓練をし、炎の根元を狙うのが
消すコツと消火器の使い方を消
防署の方より教わりました。
ま た、 ４ 階 に あ る「 避 難 袋 」
を開けてみて構造を把握し、消
防隊員の方に下まで降りてもら
いました。ＡＥＤを使用した心
肺蘇生法の講習も行い、一般の
方でもＡＥＤは安心して使用で
きる事を知り、倒れている方が
おられたら迷わず実行できれば
と思いまいした。
参 加 し た 方 の 感 想 は、
「避難
袋は、開けるのに手間取り実際
に使うことができるのか不安。
避難袋の構造が分かっただけで
も訓練の意味があったと思う」
「防災設備の点検も必要。ＡＥ
Ｄが設置されている場所を確認
しておくと良いと思う」
。
委員会では、災害時のトイレ
対策と、ポリ袋を使った防災食
を案内しました。
災害が多い昨今、
自助努力でできる
事はしていきたい
と思います。

心肺蘇生法の講習

迎春商品の試食を彩
りよく盛り付ける委
員さんたち

参加22名
参加24名（うち子ども１名）

11月20日

阿倍野地域活動委員会（大阪市） 阿倍野組合員会館

城東組合員会館消防訓練

選果場も見学
美人の柿
取れたわ～♪

な保険はないという事です。
「自分にふりかかる災害は何
が考えられるのかを想像し、
何に保険を付けるのかを具体
的に決めましょう。災害の種
類も地震・風災・水災・雹災・雪
災・落 雷 な ど い ろ い ろ あ り ま
す。原因が違えば同じ水災で
も補償は変わります。また、
保険の場合は〝免責（保険会
社が逃れられる責任）
〟 とい
うものもあり、どんな場合に
支払われないのかもよく確認
しておくことが必要です」
。
参加者は「いま契約してい
る保険もいっぺん見直さな」
「集合住宅やから管理組合が
どんな保険に入ってるか確か
めた方がええね」など、有意
義な学習会になりました。

迎春商品 学習会＆試食会
城東北地域活動委員会（大阪市） 城東組合員会館
10月10日

●受付時間 ９：15～17：30（月～金）

⒣0120－352－675
パル企画
コープの保険代理店

パル企画
岸本さん

参加22名（うち子ども３名）

四條畷北地域活動委員会（四條畷市）
10月20日
参加７名

高野地域活動委員会（枚方市） 西くずは店組合員集会室
10月24日

災害に遭ったあと「あれが
出 な い 」「 こ れ は 補 償 さ れ な
い」と、せっかく保険に入って
いてもがっかりなことがよく
あると聞きます。コープの保
険サービスを提供しているパ
ル企画の方を講師に〝保障〟と
〝補償〟のちがい〝保険〟と
〝共済〟のちがいや、損害保
険（ 火 災 保 険 ・ 地 震 保 険 な
ど）のことを詳しく説明して
いただきました。
冒 頭、「 残 念 な が ら、 災 害
にあった時もれなく補償され
る保険の入り方はありませ
ん」と講師の岸本さん。一人
ひとり持っている財産が違う
ので〝これさえ付けておけば
安心〟というオールマイティ

大雨…
台風…

柿収穫体験 in 美吉野農園

食

組合員活動 の
コーナー
環境
平和

4
5

地震…
大雪…

くらし
2018.12.17

消火訓練
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11月度の委員会の主なとりくみ（10/21～11/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数
15

276

取引先を講師に学習会

11

172

平和のとりくみ

1

5

内部学習会

5

88

試食会

28

639

その他のとりくみ

10

312

70

1,492

合

計

※上 記以外に此花地域活動委員会が「第 44 回この
はな区民まつり」
（10 月 28 日）に、守口まちづく
り連絡会が「守口市民まつり」（11 月４日）に、
城東北地域活動委員会が「城東福祉まつり」（11
月11日）に参加しました。

秋祭り
10月27日 星ヶ丘地域活動委員会（枚方市）

赤ちゃんは泣いて思いを

訴 え ま す。
「なんで泣いて

いるの？どうすればいい

の？」と誰もが経験しなが

ら子育てしていますよね。

そんな時泣かずに思いを伝

えることができる「ベビー

サイン」の体験会を開催し

ました。

日本ベビーサイン協会認

定講師・みやざきあいこさ

んの軽快なトークと手話を

使った手遊びやふれあい遊

び、絵本を楽しみ

ながら
〝おっぱい〟

〝もっと〟〝おしま

い 〟〝 絵 本 〟な ど 、

まだ話せない赤ち

ゃんとお手てを使

ってお話し、親と

子のコミュニケー

ションが豊かにな

るベビーサインを

体験しました。参

寝屋川組合員会館

加者からは「生活

11月 １ 日

れるものだと感心した」な

枚方組合員会館

に取り入れると自

10月30日

どの声をいただきました。

阿倍野組合員会館

分も赤ちゃんもさ

10月25日

この取り組みを通し、話

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。

守口組合員集会室

らにコミュニケー

※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

10月18日

せなくてもいろいろ考え、

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

※商品のリクエストコーナーではありません

〈４会場で開催〉 参加のべ125人（子ども・スタッフ含む）

ションが深まると

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

「赤ちゃんの世界をのぞいてみよう！
！」

訴えている赤ちゃんの世界

①住所
②お名前
③組合員コード

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

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☆

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

子育てサポートステーション 主催

思えた」「何回もす

7

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

（例）

※６月に予定されていた学習会を延期し11月に行いました

を少しだけのぞくことがで

◦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

写真もご一緒に

西谷さん

20

ることによって子

募 集！!

「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☆

90

きました。

※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。

（11月６日）

京橋事務所
（本部） 参加129名
（組合員活動委員）

どもも理解してく

防災学習会
10月29日 高野・ながお・すぎ地域活動委員会
（枚方市）
サラダコスモ見学
10月30日 くずは地域活動委員会（枚方市）
おいしく楽しく委員会
10月30日 聖賢パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
10月31日 大淀パル委員会（大阪市）
リバース見学
11月１日 上野口パル委員会（門真市）

推進学習会

世界から見た日本ってどんな国？

ます。日本でその派遣につ
いて報道しようとすると政
府からクレームがつくの
い しゅく
で、メディアは畏縮し大事
なニュースを流さない。私
たちが知りたいことが知れ
ないことになっているんで
す。情報は、鵜呑みにする
のでなくいろんな角度から
見る冷静さが必要です。こ
のような学習会でいろいろ
考えることが大事だと思い
ます」と西谷さん。
世界から見た日本につい
て「 日 本 は 戦 争 を し な い
し、参加もしていないので
世界からの評価は高いんで
すよ」と締めていただきま
した。
参 加 者 か ら は、
「マスメ
ディアにだまされないよ
う、操作されないよう、ア
ンテナをはっ て生活した
い 」「 日 本 は 報 道 自 由 だ と
思っていたが、コントロー
ルされている事をはじめて
知りました」
「西谷さんの
お話が戦争地の遠い所の話
ではなく、私たちのくらし
につなげたお話で、組合員
活動（考え行動する人を増
やす）の大切さを実感しま
した」などの感想がありま
した。

美吉野農園組合見学
10月23日 生江城北パル委員会（大阪市）
アロマワックスサシェを作りながら生協商品に触れよう
10月23日 中央・成美パル委員会（寝屋川市）
近江農産見学
10月24日 啓明パル委員会（寝屋川市）
保険の学習会
10月24日 高野地域活動委員会（枚方市）
火災共済の学習会（全労済）
10月24日 東住吉北地域活動委員会（大阪市）
迎春学習会
10月24日 寝屋川北合同パル委員会
（寝屋川市）
ハグルマ見学
10月25日 山之内パル委員会（大阪市）
迎春商品おためし会
10月26日 大正地域活動委員会（大阪市）
みかん収穫体験（有田コープファーム）
10月27日 門真合同地域活動委員会（門真市）
ピアノコンサートと生協のお菓子の試食
10月27日 平野地域活動委員会（大阪市）
JAいなば交流会
10月27日 都島南地域活動委員会（大阪市）

2018年度
第１回

世界か
ら見た日
本の良い
所・悪い
所を客観
的に知る
ことは、よりよい社会にし
ていくためのひとつの方法
なのではないでしょうか。
海外で活動されているジャ
ーナリストの目を通して、
世界の人々の視線を直に感
じているからこそのお話も
含め、日本がどう見られて
いるかをジャーナリストの
西谷文和さんをお招きし、
学習しました。
「南スーダンに自衛隊が
派遣されているということ
をみなさんご存じでしょう
か。若い方はほとんど知り
ません。メディアが報道し
ていないし、新聞でとりあ
げることもありませんでし
た。スーダンは反米政府で
した。 年代、ビンラディ
ンをかくまっており、ケニ
アとタンザニアのアメリカ
大使館を攻撃し、反撃とし
て化学薬品工場をアメリカ
が 空 爆。 し か し そ の 工 場
は、まったく関係のない工
場でした。この 年間同じ
ようなことを繰り返してい

産地工場見学

近江農産見学
11月１日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月２日 交野南地域活動委員会（交野市）
迎春商品おためし会
11月２日 守口中南部地域活動委員会
（守口市）
美吉野農園組合見学
11月４日 榎本パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月５日 天満南パル委員会（大阪市）
みかん収穫体験（有田コープファーム）
（寝屋川市）
11月６日 寝屋川東地域活動委員会
迎春商品試食会
11月７日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
丸長水産（迎春試食学習会）
11月８日 やまだ地域活動委員会（枚方市）
トップ産業
11月８日 西都島パル委員会（大阪市）
生活習慣病について
11月８日 村野パル委員会（枚方市）
COOP商品を使って楽しくクッキングしよう
11月８日 榎本パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月９日 生野地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会＆健康チェック
11月９日 都島北地域活動委員会（大阪市）
クリスマス＆ハッピーニューイヤーの集い
11月10日 大東西地域活動委員会（大東市）
迎春学習会
11月10日 鶴見南地域活動委員会（大阪市）
キユーピー見学
11月12日 西パル委員会（寝屋川市）
大山乳業
11月12日 浪速地域活動委員会（大阪市）
にこにこほっぺの試食と迎春試食会
11月13日 住之江地域活動委員会（大阪市）
川口水産見学
11月14日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）
JA全農ミートフーズ（迎春学習会&試食会）
11月14日 まきの地域活動委員会（枚方市）
COOP共同購入の迎春試食会
11月14日 城東南地域活動委員会（大阪市）
迎春試食会
11月14日 天の川地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会
11月14日 寝屋川東香里合同パル委員会
（寝屋川市）
川口水産・有田コープファーム見学
11月15日 ながお地域活動委員会（枚方市）
エンディングノート（ぱるむ）
11月15日 くずは地域活動委員会（枚方市）
年金の学習会（パル企画）
11月15日 中央・成美パル委員会（寝屋川市）

迎春学習会
11月15日 庭窪・梶パル委員会（守口市）
迎春試食会
11月15日 三箇パル委員会（大東市）
アズマ工業
11月16日 菅原東パル委員会（枚方市）
お片づけ学習会（ぱるむ）&迎春料理試食会
11月16日 寝屋川南地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春おすすめ試食会
11月16日 都島南地域活動委員会（大阪市）
大山乳業
11月17日 沖・五月田パル委員会（門真市）
迎春商品の紹介
11月17日 大東東地域活動委員会（大東市）
迎春おすすめ試食会
11月17日 福島地域活動委員会（大阪市）
ピースおおさか見学
11月17日 田口山パル委員会（枚方市）
美吉野農園組合見学
11月18日 南住吉パル委員会（大阪市）
有田コープファーム見学
11月18日 今津パル委員会（大阪市）
今年もコープでお正月準備して！！
11月18日 すぎ地域活動委員会（枚方市）
子ども元気まつり
11月18日 東成地域活動委員会（大阪市）
カモ井デリカ（おせちの学習と試食会）
11月19日 中央合同パル委員会（大阪市）
カモ井デリカ（迎春学習会）
11月19日 門真合同地域活動委員会（門真市）
迎春学習会
11月19日 寝屋川打上地域活動委員会
（寝屋川市）
迎春商品おすすめ
11月19日 交野北地域活動委員会（交野市）
迎春試食会
11月19日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）
牛乳パックで作るエコトレイ＆迎春商品試食会
11月19日 寝屋川中央地域活動委員会
（寝屋川市）
有田コープファーム見学
11月20日 住之江・加賀屋東パル委員会（大阪市）
カモ井デリカ（袋詰めおせちの紹介）
11月20日 旭地域活動委員会（大阪市）
JA全農ミートフーズ（迎春商品試食会）
11月20日 阿倍野地域活動委員会（大阪市）
アズマ工業（迎春学習会）
11月20日 大阪西地域活動委員会（大阪市）
迎春商品おすすめ試食会
11月20日 榎並パル委員会（大阪市）
迎春商品試食会
11月20日 中津パル委員会（大阪市）
迎春学習会
11月20日 枚方中央地域活動委員会（枚方市）
迎春試食会＆祝い干支飾り
11月20日 つだ地域活動委員会（枚方市）

赤ちゃんもお母さんも
楽しみながら覚えられますよ～
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156号
2018.12.17

※ 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

156号

2018.12.17

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！

パルちゃん広場ぽっかぽか

以下2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

あべの
日時 １月10日（木）11：30〜13：00
場所 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

所

１月15日（火）10：00〜12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

１月25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

１月23日（水）10：00〜12：00

城東

１月21日（月）10：30〜12：00
１月28日（月）10：30〜12：00

つるみ店

１月16日（水）10：30〜12：00

星ヶ丘店

１月18日（金）10：00〜12：00
２月１日（金）10：00〜12：00

守口

１月17日（木）10：30〜12：00

今津

１月21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

福島

今津

日時 １月25日
（金）
11：00〜14：00
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

※１月はお休みです

場所

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」

＝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

対
￥

締

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

（ 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。

2019年１月 「すくすく」の開いている日
火曜日
木曜日

10日

15日

22日

29日

17日

24日

31日

１月生まれのお誕生日会は
１月31日
（木）です
※年始は１月10日（木）
からになります

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

＝申し込み締め切り

時間 10：00〜15：00
場所 城東組合員会館３階（城東区成育１）
年末は12月29日
（土）まで、年始は１月７日
（月）からです

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

（

次回ぱるタイム通常号発行は2019年１月28日です。
9

Ｍ 煮込みハンバーグ温野菜添え、コ

ンソメスープ、デザート、コーヒ
ーか紅茶
締 １月８日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
城東
日時 １月16日（水）11：50〜13：30
場所 城東組合員会館
（城東区成育１）
Ｍ 新春メニュー
締 １月14日（月）

詩吟で興じ
お抹茶をたて
てみましょう

主 いきいき昼食会城東

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時 １月15日（火）11：00〜13：30
場所 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。
Ｍ きつねうどん、三色丼、コーヒー
・紅茶（各クッキー付）
、抹茶
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

おおさかパルコープの公式アプリができました！
いし
でもな
程
る
ず
電話す
合わせ
い
問
ば
決し
できれ
間に解
時
ま
にすき
…
たいな

ど
るけ
があ
と
こ
当さ
たい
送担
聞き
で配
事
も仕
…
いつ
ない
会え
んに

そんな声に応えて！

（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

〈共通略記号〉

季節の料理を
いただきましょう

いきいき昼食会

https://www.palcoop.or.jp/au̲tori/calender/

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。

登場!

2018年10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
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

315品

106.3Kg

全ての組合員会館
（４会館）
の合計

133品

23.7Kg

448品

130Kg

総合計

パルまま

これまで、組合員さんからのお問い合わせはお電話でしていただく
ことが中心でしたが、新しくできたおおさかパルコープの公式アプリ
「Mｙパルコープ」から、スマートフォンで自由な時間に問い合わせ
したり自分の情報を見ることができるようになりました。
スマートフォンをお持ちの組合員さんは、ぜひご活用ください！

どんな情報が見られるの？

詳細とアプリの
インストールはこちらから

お届け明細
共同購入ポイント

〈今後のフードドライブ回収週〉
12月

◆店舗は12月16日
（日）
〜22日
（土）
◆組合員会館・京橋事務所
（本部）
12 月
17日
（月）
〜21日
（金）
2019年１月

◆店舗は１月27日
（日）
〜２月２日
（土）
◆組合員会館・京橋事務所
（本部）１月
28日
（月）
〜２月１日
（金）
引き続き、
ご協力をよろしくお願いいたします。

注文受付内容
出資金・積立増資
お支払い情報
配送状況
よくあるご質問
（→メールで問合せもできます）

やるやん
まいパル♥

https：//www.palcoop.or.jp/au̲ji/app/

）

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。 https://www.palcoop.or.jp/au̲ji/au̲ji̲iti̲kumiai.html
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を
ご意見・感想
い。
さ
だ
く
お寄せ

■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

ささ
んん

〒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

ささ
んん

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！

ささ
んん

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﹂

ささ
んん

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♪

ささ
んん

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

ささ
んん

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）

ささ
んん

〈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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応募方法は下記をご覧ください

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

号の正解︼カズノコ

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。
１

３

４

５

６

広 島 県

９

10

てんおう

12

13

14

15

17

16
18

20

19

21

22

23

24

☆コープ アイカラーBL202を使用致します☆

回答者：
（株）
クラブコスメチックス
ゆ り

近藤

有里さん

Ａ
Ｂ

アイカラー BL202
ライトブルー（Ａ）
ディープブルー（Ｂ）

①（Ａ）を二重幅（目を開けた時に
上まぶたにつけた色が少し見える
くらいの幅）に入れる
②（Ｂ）を上下まぶたのまつ毛際、
目尻寄りにアイラインを引くよう
に入れる

＋αでもっとトレンド！
口元はパキッとしたローズ
系のリップで、口元を強調
するとより旬なメイクに
チークはピンク・ローズ系
を控えめにのせて、引き算
するとバランスのとれた仕
上がりになりますよ♪

淡いブルーと深みのある
ネイビーの２色のアイシ
ャドウ♪
アイカラーBL202 2.7g
冬にぴったりの使いやす
本体838円
（税込906円） いお色味です。

104

メイクアップを
楽しみましょう

今回は
10名さまに
プレゼント！

★ 今月のプレゼント
コープ

応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）
クイズの答え、または「アイカラー希望」
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。
※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

13

Ｂ

11月５日訪問

愛媛県内で死者27人、行方不明１人。氏名が公表された方
の中に、４名の組合員さんと共済加入者が１名含まれていま
した。
コープえひめ大洲支所は肱 川 の氾濫で倉庫の床まで浸水
し、配送車両17台も使用できなくなりました。日曜日に倉庫
の掃除と、他の支所からの車両移動と四国の他の生協から借
りて、月曜日からの配送は再開できたそうです。
肱川の野村ダムは豪雨により満水に近づき、通常の放水量
の４倍放流したことで、住宅の２階まで浸水し、死者５人、
4,600戸が住宅被害を受けました。
ひじ がわ

道の駅「肱川」裏の
川の中の変電設備の
フェンスが横倒しに

ヒント：お湯を注げば、
ふわ〜！

〜2018年から2019年 冬のトレンドメイク〜

Ａ

愛 媛 県

11月２日訪問

４年前の土砂災害は 1,000カ所で土砂災害がありました
が、今回は8,000カ所と大きな被害となり、死者109人、行方
不明５人、15,000棟の住宅被害に。呉市天応地区では、土砂
崩れで11人が生き埋めになり命を落とされました。現在もボ
ランティアが家屋再建のための土砂出しを行なっています。
パルコープの職員もこの地域で活動しました。

11

じゅつ

Ａ

７

８

＜アイメイク＞

この冬は目元のし
っかりメイクが流
行です！特に、目
元を強調したシャドーでぼ
かしを入れるスモーキーア
イメイクはこの冬の目元に
ぜひ取り入れたいトレンド
の要素になります。旬のネ
イビーカラー で目元を囲
み、奥行きのある目元の作
り方をご紹介いたします♪

連合会の方の案内で視察も行われました。

れれ

冬のトレンド
メイクを教え
てください。

２

パルコープの組合員理事が被害に遭われた３県へそれぞれ訪問し、募金を贈呈しました。現地では各県の生協

き いい のの術術
きき

Ｑ

パルコープ組合員さんからお預かりした募金をお渡ししました

出題：溢

⑧アルプス山中の遭難救助犬
として有名な犬の一品種
⑨モスリンの略
⑩２０２４年の干支
⑪ 引くこと
⑫かたき︑試合などの相手
⑬中国語で︑ ２
⑭太陽
⑮ショルダー
⑰介護の仕事に就いている人
⑱ある地点を通りすぎること
⑳徳島・香川・愛媛・高知の
四県の地域
㉑玄米を精米したもの
㉒ある事柄に精通しているこ
と
㉓オクトパス
㉔騎馬の武士︑ナイト

︻
※応募総数・正解
者数は次号お知
らせします

タテのカギ

①賊・敵などあやしい者
②石ケンのアルカリ分を中和
し︑洗ったものをしなやか
にする薬剤
③ストライキの略
④まぶたを閉じて︑すぐあく
こと
⑤同一の布地で作ったひとそ
ろいの服
⑥人々
⑦ 自 転 車・ オ ー ト バ イ な ど
の︑腰をのせる台
⑫ ↑↓地獄
⑬難事にいどむこと
⑭高さが一番高いこと
⑯世界の人類の歴史
⑰室内の湿度を高めること
⑲ウナギの蒲焼きを芯にして
巻いた卵焼き
㉑ボックス

ヨコのカギ

①キリストの降誕祭
⑥有名な斜塔がある︑イタリ
ア中部の都市

アキアジ アシ タ
フリーサイズ カ
タンス アマジ オ
ー カミ ツ フ サ
エラ ー ニシ ン
スイートコーン
ミノ パ ツド ク
ソウカイ ルー ツ

「西日本豪雨災害緊急募金」へのご協力ありがとうございました

（左）
広島県生協連・岡村代表理事会長
（右）
パルコープ・飯田理事

岡 山 県

土砂が流れ込んだ工場

11月２日訪問

岡山市と倉敷市で床上浸水
2,902戸、床下浸水5,990戸、死
者61人、行方不明３人、特に倉
敷市では 4,646 戸の住宅が被害
を受けました。真備町で町の３
分の１が浸水し51人の方が自宅
で亡くなられたそうです。その
うちの９割近い方が住宅で亡く （左）岡山県生協連・近藤会長理事
なられました。
（右）
パルコープ・飯田理事
ま

（左から） パルコープ ・ 大町
理事、パルコープ・木川理事、
愛媛県生協連・松本会長理事、
コープえひめ・美濃理事長

び

募金を被害状況にあわせてお渡ししました
広島県生協連へ 600万円
岡山県生協連へ1000万円
愛媛県生協連へ 400万円

支所職員を中心に被災地で支援活動を行なっています
広島県・呉市での被災地支援活動
（10月〜12月）全９回・27名参加

ホームページ
からも専用フ
ォームで応募
できます

（土）
消印まで有効
■締め切り 2019年１月５日
■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

↓クロスワード

10月から12月にかけて毎週末、災害支援ボランティアとして呉市で活動しま
した。２泊３日で３人ずつ、現地で復興支援をされている「コミサポひろし
ま」さんの活動に参加。床下浸水したお宅の床下に入り泥出しをしたり、部屋
に入り込んだ土砂を掻き出すなどの作業を行いました。

第１回（10月12日）

第３回（10月26日）

岡山県・倉敷市での被災地支援活動
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。

（11月17日）平野支所の６名が参加
倉敷市ボランティアセンターにてガイダンスを聞いた後、東京からの若者４名、
神戸の女学生３名と地元の方15名の混成チームで、決壊した小田川近くの一軒家の
片づけに入りました（真備町）
。屋内は泥やゴミ ・ ガラスが散乱。土嚢に入れて出
したり、内壁を剥がしながら撤去作業などを行いました。
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●毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。https://www.palcoop.or.jp/au̲ji/kensashitsu/
●放射能・輸入食肉検査の取り組みは https://www.palcoop.or.jp/radioactiv̲lab/

〜 青森県・八戸東洋（株）〜

これか ら もこの味 を 守っていき ︑組 合 員 さ んの
日 々の食 卓のお 手 伝いができ れ ば と 思っていま す

特集

フリーズドライ製法 で作られた
「CO・OP たまごスープ」は軽くて携行食と
しても人気。
また、賞味期間が長いことから、
自然災害の多い近年、改めて保存食
としても注目されています。
その気になる製法や商品の歴史について伺いました。

八甲田山

青森県

発売当時から守り続けているこだわり

①たまごのふんわり感＆なめらかなたまごの食感 ②品質の良いたまごをたっぷりと使用
③何度飲んでも飽きのこない味付け
CO・OP たまごスープができるまで
①スープ加熱

②トレー充填

商品検査室だより

八戸

秋田県

当社は マルちゃん でおなじみ東洋水産
（株）
の100％出資会社となっていて、
私
はもともと東洋水産の第一研究開発部（現 総合研究所）
で即席麺に使われるフリ
ーズドライの具材作りに携わっていました。
やがてこの技術を使ってフリーズドライ
スープをうちでも作れないかと挑戦し、
1993年、
できたものを日本生協連合会の担
当さんに提案したことから
「CO・OP たまごスープ」
の開発がスタートしました。
フリーズドライのたまごスープは当時も市場にありましたが、洋風系・中華系・
和風系など特定の料理に合わせた味のものがほとんどでしたので、
ファミリーをイ
メージした どんな料理にもあう飽きのこないスープにしよう！ と進めていきまし
取締役 社長
た。
よく組合員さんから
「たまごがふわふわ」
と嬉しいお声をいただきますが、
実はこ
島崎 康子さん
の商品の開発で一番苦労したのがかき玉だったんです。
このふわふわ食感に辿り着くまでに何度も調整を重ね、
１００回以上試作を繰り返しました。
そうした
試行錯誤を経て１９９４年に５食入がデビュー。
発売から２０年以上経ちますが、
実は当初から味はほぼ変
えていないんですよ。
モニターの組合員さんに食べていただく機会があるのですが、
最終的に
「今の味
が一番」
となるんです。
家庭で作ったスープに近いというのも理由のひとつかもしれません。
私は子どもの頃から食べることが好きで、
常に新商品が気になり学生時代には食品製造会社の研究
所で新商品開発の仕事をしたいと思っていました。
そして今、
こうして自分が開発した商品が２０年以上
も残ってくれているのは本当に嬉しいです。
これからもこの味を守っていき、
組合員さんの日々の食卓
のお手伝いができればと思っています。

フリーズドライ製法
って？

食中毒の原因の約半数を占めるノロ
ウィルスは、11月から２月に集中しま
す。主な感染経路は人の手指からと食
品からで、食品の場合は感染した人が
調理したものを食べた場合が多いと考
えられています。
※発症していなくても油断は禁物で
す。感染していても症状が出ない場
合もあります。

①手洗いはしっかりと
帰宅後、トイレ後、調理前、食事前
②加熱が必要な食品は中心までしっかり加熱
中心部が85〜90℃で90秒以上
③包丁やまな板、ふきんなど
調理器具と調理台の消毒
85℃以上で１分以上

〈11月度検査状況
（18.10.21〜18.11.20）
〉 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1763件（前年同月1693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
※

その他

検査件数

注意品

内容と結果

1143

15

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。

60

なし

問題ありませんでした。

300

なし

問題ありませんでした。

74

なし

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/㎏）
。

43

なし

問題ありませんでした。

143

なし

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】 200件（前年同月250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。

凍結させた食品を真空状
で水分を昇華させ乾燥させる

青森県・岩手県の
契約養鶏場の新鮮な
たまごだけを使用

︵島崎さん︶

③急速凍結

④真空乾燥

製法。低温下で乾燥させるた

できたスープと具材をトレ
ーに充填。具材を機械で投
入した後も人の手で量を微
調整する

食 品 の 味 や 香り・食 感・
栄養成分など、おいしさその
ままを長く保つことができま
す。
しかも軽い！

⑤検品・包装
重量チェックと異物検査の
後、
ロットごとに各種検査
（水分・細菌・包材・官能
検査）
を行う

フリーズドライ
の
フリーズ

88

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。
https://www.palcoop.or.jp/blog/koe/

め食品組織が破壊されにくい
という特徴を持っています。

大きな釜でスープを加熱。
かき玉は、液卵
とスープを合わせる時のタイミング・温
度・流し入れ方・かき混ぜ方が最適にな
るような独自の製造ラインになっている

冬場でも食中毒？
ノロウィルスに注意!!

11月度

ノロウィルスの予防と消毒方法

態に置き、気圧を下げた状態

冷凍庫に入れ、
一晩かけて
凍らせる

15

八戸東洋（株）

フリーズドライ
真空乾燥庫の中に入れ、
の
乾 燥。庫 内を真 空 状 態に
ドライ
し、水の沸点を下げる。す
るとブロック内部の水分（氷）
は、凍った
ままの状態で昇華によって乾燥する

CO・OP たまごスープ

食べてスマイルの商品が
番号順に並ぶようになりました
カタログの商品を番号
順に並べてほしい。順番
がとんでいると、探すの
に苦労します。

【回答】 ご不便をおかけし申し訳ございません。11月３回より、特に「たま
ご・牛乳・お米」の紙面にて掲載順どおりに番号が並ぶように調整しました。
今後もお声をいただきながら改善にいかしてまいります。
（商品部 カタログ担当）

改善前

改善後

お米の
ページ

5食

企画回：1月1回

198円（税込214円）

本体

港個配センター
配送担当
有光さん

組合員様からのご要望
を早急に対応していただ
き嬉しく思います。これ
からも組合員様の声をし
っかりと聴いていき、信
頼いただける担当者を目
指したいです。

➡

※お酒は、別コーナ
ーにして
「お酒」と
分かりやすいよう
にするため注文書
でかためて掲載。
そのため紙面順に
なっていません。
あしからずご了承
お願いします。

※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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