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３.１
ビキニデー
とは

さ ん ご しょう

ニ環礁（環状の珊瑚礁群）
で水爆実験を行いました。日本のマ
グロ漁船「第五福竜丸」を含む 900
隻以上とマーシャル諸島の約２万人

毎年３月１日には、第五福竜丸の母

今後の平和のとりくみ…
＊今年のピースリレーは
５月９日（木）です
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※今号10ページ参照

パルコープで５万筆を目指し、引き続
きとりくんでいきます。
※下記ＱＲコードより署名ができます。

第五福竜丸展示館にて展示館
学芸員の方と（見学当日は
改修工事中でした）

＜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

行進の最後は
愛吉さんが生前好き
だった
“バラ”を献花

全国から集まった人たちと
一緒に墓参行進

東北
支援募金

1

高殿こども食堂あのね
●場 所：大阪市旭区高殿
●開催日：毎月第４土曜日
17:00 〜 20:00
●参加費：子ども 無料
付き添いの大人 300円
◆HP：
anoneclub.amebaownd.com/
◆facebook：
https://www.facebook.com
/takadono.kodomo.anone/

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
（2019年2月20日現在）
8,167,098円

べての子どもたちが︑生き生きと︑
人 生 を 楽 し み な が ら 育 つ た め に︑
﹃あ の ね ⁝﹄と 何 で も 話 せ る よ う
な〝 居 場 所︵地 域 の 実 家︶〟を 目 指
して活動を続けています︒また昨
年からは︑常連となった子どもた
ちに声をかけて始まった﹃あのね
くらぶ﹄というのもあり︑一緒に
食事をするだけでなく︑遠足など
野外活動もしたりして︑子どもた
ち一人ひとりのニーズに沿った活
動を︑子どもたちと一緒に展開し
ています︵登録制︶︒
思うことは︑専門機関との連携︒
﹃発 見 し︑つ な ぐ﹄だ け で は 解 決
されないこともあります︒﹃地域﹄
の私たちは︑親戚のように︑とき
に助け合いながら︑ともに暮らす
こと︑〝終わりのない関係性〟が大
事だと思っています﹂︒

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。

募集は、ぱるタイム161号（５月27日よ
り配布）でお知らせ予定です。

わがまちの
＊
子ども食 堂
訪問記
⑪

60

子ども食堂
応援募金
にご協力をお願いいたします

＊ヒロシマ・ナガサキを
めぐるピースツアー

＊ヒバクシャ国際署名

屋さんが毎回寄付してくれている
のだそう︒アサリなど前日にパル
コープから届けた食材も有効に使
われていた︒
子どもたちは準備ができるまで
外で身体を動かしたり︑部屋でお
絵かきをしたり︒ここでは大学生
が走り回ったり大活躍︒小さい赤
ちゃんはスタッフにかわるがわる
抱っこされていた︒
準備が整うと︑バイキング形式
で給食のように並んで食事を受け
取っていく︒子どもどうしでワイ
ワイ食べるのは楽しそうだ︒付き
添いの親御さんやおばあちゃんも
いて︑スタッフも入れて約 人で
のにぎやかな夕食になった︒

などが行なわれています。

〝地域の実家 〟を目指して

核兵器廃絶の願いを新たにする集会

参加者の感想

代表の永田さんにお話を
う か が い ま し た︒﹁２ ０ １ ６
年 ６ 月 に︑私 の 夫 と マ マ 友
でこの食堂を立ち上げまし
た︒今 は 運 営 ス タ ッ フ 名
に 加 え︑大 学 生 か ら 幅 広 い
年代の登録ボランティアさ
ん で 活 動 し て い ま す︒地 域
の子どもを自宅に招くよう
な気持ちで︑地域のなかです

港がある焼津市で、犠牲者の追悼と

墓参行進の前にボ
ランティアガイドさ
んに久保山さんのお
墓など案内していた
だきました。第五福
竜丸の乗組員は賠償
金をもらったことで周囲の非難
にあい、町に住みにくくなって
出て行った人や、漁師の職を捨
て違う職に就いた人もおり、だ
んだんと口を閉ざすようになっ
たことなど知らないことをたく
さん教えていただき、久保山さ
んの墓前に立った時は「このよ
うな事は２度と繰り返してはな
らない」と強い思いを持ちまし
た。
墓参行進は一人ひとりが強い
思いを持ちこの場にいる、みん
なで力を合わせれば大きな力に
なるんだと思いました。
（ながお地域活動委員長
松元 規代子さん）

求める声は、全国的な運動に発展。

静岡県・焼津で開催された2019年ビキニデーに、パルコープから８名
参加しました。前日に開催されたピースアクションキックオフ集会（日本
生協連主催）
や、
第五福竜丸展示館見学、
当時被ばくし亡くなった、
無線長の
久保山愛吉さんのお墓がある弘徳院までの墓参行進にも参加しました。


が被ばくし、以降「原水爆禁止」を

２月28日・３月１日

核兵器のない世界へ

1954年３月１日、アメリカ
がマーシャル諸島内・ビキ

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︑大阪市旭区にある﹁高
殿こども食堂あのね﹂さんです︒
＊
＊
＊
梅の花がほころび寒さもやわら
いだ２月末︒高殿南地域の老人憩
いの家にうかがうと大勢のボラン
ティアさんが準備の真っ最中︒ご
飯はこの場で炊くが︑大鍋に入っ
た料理は︑代表の永田さん宅で調
理 し て 持 ち 込 ま れ る︒﹁お 皿 や 炊
飯器・温め用のカセットコンロま
で毎回運ぶことがちょっと大変で
⁝︒倉庫も無いのでわが家は荷物
で占領されてます﹂と笑う︒この
日 の メ ニ ュ ー は 中 華 丼・唐 揚 げ・
切り干し大根のハムきゅうりサラ
ダ・アサリのお味噌汁・果物︒こ
の唐揚げは近所の商店街の唐揚げ

３．１ビキニデー2019

永田 華子さん

※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。https://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。
会 場
なにわ人形芝居フェスティバル（一心寺・天王寺区）
レインボーコーラスコンサート(クレオ東)
ねやがわ福祉まつり(寝屋川組合員会館)
阪南西六まつり
星ヶ丘店

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎東中浜店（2月10日）売上げ 50,590円 募金5,067円（いも煮含む）
◎本部（商品フェア）
（2月16日）売上げ 42,200円 募金 2,140円
◎３.１１
ｆ
ｒｏｍ KANSAI（3月10日）売上げ 75,840円 募金 440円

←「ヒバクシャ国際署名」はパルコープホームページの専用フォームからもできます。
3

ご協力ありがとうございます
37,638筆（３月12日現在）

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〜 2019年2月20日）
20,274,931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＞

4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

1

〜あなたも地域の子ども食堂への
応援活動のお手伝いをしませんか〜

パルコープ子ども食堂
フードバンク
パルコープ子ども食堂フードバンクでは、
ボランティアスタッフ
ボランティアスタッフ
（無償）
を募集しています。
募集中！！
興味のある方は、下記の連絡先に、
お名前、
お電話
番号をお伝えください。追って、担当より、
ご連絡さ
せていただき、詳細をご説明いたします。
活動内容

日 程
4月 7 日
（日）
10：00〜15：30
4月 7 日
（日）
12：30〜17：00
4月13日
（土）
10：30〜13：30
4月21日
（日）
10：00〜15：00
5月12日
（日）
10：00〜15：00

これからも被災地に寄り添って

● 子ども食堂に提供する食材の仕分けや車での配達
● 車でのフードドライブの商品の回収や配達
● その他、子ども食堂を応援するイベントのお手伝い、他

※配達車両は自家用車の持ち込みのご協力をお願いしています。

0120-409-555
お問合せ パルコープ組合員サービスセンター
連絡先 （月9：00〜17：00 火〜金 9：00〜18：00
携帯専用ダイヤル ☎0570-050-177 PHS・IP電話 ☎072-856-7682）

●パルコープのフードドライブの取り組みは
https://www.palcoop.or.jp/au̲ji/kodomoshokudou/fooddrive.html

※ 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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159号

パルのつどい

毎日クロワッサン 10個
企画回：４月２回

夏場には、 冷凍庫で冷や
してアイスをサンドする
とおいしい♪

どけのよいパンができ上がる
そうです。
委員会が準備した野菜やチ
キンカツ・ゆで卵などをはさ
んで惣菜パンにしたり、ホイ
ップクリームに苺やキウイな
どはさんで菓子パンにする２
種類をスープと共に試食しま
した。
委員さんたちの準備の甲斐
も あ り、 参 加 者 の 方 か ら は
「今回初めて食べてみて、口
どけとおいしさにびっくり」
「添加物も最小限、安心して
子どもに食べさせられる」な
ど多くの感想をいただき、コ
モのパンを
楽しく知る
ことができ
た学習会で
した。

廃棄物ゼロをめざした工場
で、古紙から１００％パルプ
のようなリサイクルトイレッ
トペーパーができるまでのよ
うすを見学しようとの想いで
開催されました。
大人の身長ほどもある巨大
なトイレットペーパーは１人
で使用すると４５０年ほどか
かるとのお話も。見慣れたコ
アノンになるまでの工程を見
ることができました。
２０１３年から組合員さん
の声に応えて、
エンボスの形・
強さなどを試行錯誤して「や
わらかコアノン」が開発され
ソフトな紙質へリニュ ーア
ル。さらに、製造時に発生す
る廃棄物も自社で再利用する
〝ゼロエミッション〟
を目指し
た地球にやさしい物づくりを
されていました。色やイラス
ト付のものは排水にも色が付

ケガや事故・急病などで救
急車が到着するまでの間、家
族や仲間の命を救うための応
急手当てについて学ぼうと、
住吉消防署の松井さんと金子
さんに来ていただきました。
今回は、救命処置の中でも
〝ＡＥＤ〟に絞ったお話に。
「ＡＥＤは、ケイレンして血
液を送ることができなくなっ
た心臓に電気ショックをあた
えて正常なリズムに戻すため
に有効です。一刻を争う状況
では、処置が１分遅れれば約
７～ ％で救命率が下がると
言われています。その場に居
合わせた人がＡＥＤを使うこ
とができれば助かる命はたく

＊支援活動にも
生かされています＊
CO・OPコアノンシリーズ
は、コアノンスマイルスク
ールプロジェクトとして１
パックの購入で１円がユニ
セフを通じてアンゴラ共和
国の子どもへやさしい学校
づくりに支援されています

参加13名
（うち子ども１名）

港地域活動委員会（大阪市）
２月13日

「毎日クロワッサン」でお馴
染みのコモのパンについて、
メーカーの八尋さんと多田さ
んに教えていただきました。
通常イースト菌で発酵させ
るパンとは違い、コモのパン
はパネトーネ種（ダネ）とい
うイタリア北部のコモ湖周辺
だけに生息する酵母と乳酸菌
が共存の天然酵母を使用。特
徴は水分・油脂分・糖分に対
する耐用が強く、やわらかな
生地で活発に働くこと。この
パネトーネ種を使用し、長時
間熟成・発酵する製法よって
賞味期間 日～３６５日と長
期保存が可能なやわらかく口
35

節分の巻き寿司、お店で買っ
ている人が多いのでは？そこ
で、自分たちで作ってみよう！
と パ ル の つ ど い を 開 催。「 普 段
なかなか巻く機会なんてないか
ら新鮮」「初めて巻くわ〜」「子
どもに体験させたくて」と大勢
集まりました。
皆さん本当に初めて？という
くらい上手に巻けたところで、
「今年の方角は東北東ですが、
今日は節分の前日なので好きな
方 向 い て 食 べ て く だ さ い（ 笑 ）」
と い た だ き ま す。 子 ど も た ち
も、自分で作った恵方巻きにか
ぶ り つ き 満 足 気。「 こ れ で 家 で
ももう作れるね」とお母さん。
みんなでワイワイと楽しい時間
となりました。

おいし～♡

くため、
製造はさ
れないそ
うです。
参加さ
れた方か
らは「巻
が長いう
え、家族の人数は減ってます
ますトイレットペーパーを替
えるのが少なくなっ たけれ
ど、
〝 や わ ら か コ ア ノ ン〟 を
使ってスマイルスクールプロ
ジェクトに１円でも参加しよ
う」との声もありました。

4
5

大きいトイレット
ペーパー
すごーい！

さんあるので、何かあった時
に後悔しないように怖がらず
に使ってほしい」と松井さん。
参加者は訓練用のＡＥＤを
実 際 に 使 っ て み て、
「電気シ
ョックが必要な状態かどうか
はＡＥＤが判断してくれるか
ら安心」
「近所やよく買
い物をする場所なんかは
ＡＥＤの有無を確認しと
いたらエエね」
「知識は
多少あったけど実際に体
験できて良かっ た」 な
ど、ちょっと自信もつい
た体験会になりました。

住吉消防署の松井さん

ＣＯ・ＯＰ
やわらかワンタッチコアノン シングル
企画回：毎週企画 130m×６ロール
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おいしくて、おしゃれな
サンドができました♪

回収された牛乳パック
が置かれている倉庫も
見学
「齢などを考えたら、AED
を使うのは難しいかもしれ
ないですけど、みなさん達
者な口がありますやん。若
い人に助けを求めたらええ
んです。一人の力では難し
くても寄ってたかってやれ
ば何とかなるもんです」と
アドバイス

リバース工場見学
AED使用体験講習会

多田さん
酢飯に使ったのは
「べんりで酢」
。
「これいいね～」と
写真に収める姿も

ぎゅっぎゅっ。委員さんもサポートしなが
ら巻いていきます
具は他にも梅肉・
花しいたけ・高野豆腐・
ツナマヨなど

八尋さん

できた!!!!

参加13名

遠里小野パル委員会（大阪市） 遠里小野会館
２月７日

～みんなで巻き寿司づくり～

参加27名
（うち子ども６名）

枚方中央地域活動委員会（枚方市）
２月19日
参加20名（うち子ども４名）

食

組合員活動 の
コーナー
環境
平和

パルの集い（コモ学習会）
上野口パル委員会（門真市） 宮前町自治会館
２月２日

くらし
2019.3.25

159号

159号

2019.3.25

2019.3.25

５月スタート！

度

2019年

メンバー募集！

主催：子育てサポート
ステーション

＜サポーターさんへの説明会＞
５月８日（水）10：00〜12：00 パルコープ京橋事務所（本部）

※教材写真はイメージ

年 会 費

2,000円

「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先

※兄弟姉妹で申し込む場合
は、２人目から1500円

2018年度に登録していた方は継続登録制度があります。

９ページ下の組合員サービスセンターへお電話ください。
〈キッズクラブの１次締め切り〉４月13日（土）

26

12

82
73

環境 組合員活動 の

食

コーナー

学習会終了後には京橋駅で林田さんと組
合員さんが一緒に署名活動を行いました

※
「ヒバクシャ国際署名」はパルコープホームページの専用フォームからもできます（今号３ページ下記参照）

ボランティアチーム 主催 第10回 視覚障がい者のための商品フェア

食べて
２月16日

  聞いて

京橋事務所（本部）

5

90

取引先を講師に学習会

4

101

平和のとりくみ

1

40

内部学習会

1

13

14

157

25

401

その他のとりくみ
合

計

パルカフェ（リボン講習）
１月22日 西地域活動委員会（大阪市）
スイーツでホッとひと息
１月26日 東成地域活動委員会（大阪市）
信州ハム
１月30日

城東北地域活動委員会（大阪市）

滋賀平和祈念館
２月１日 交野東・西・南・北地域活動
委員会（交野市）

川口水産見学
２月14日 沖・五月田パル委員会（門真市）

物流センター・商品検査室
２月５日 此花地域活動委員会（大阪市）

四交クリーンセンター
２月14日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）
築野食品工業
２月15日 三郷・寺方南パル委員会（守口市）

布手芸 お手玉
２月６日 長宝寺パル委員会（交野市）
津波・高潮ステーション
２月６日 すぎ全パル委員会（枚方市）
COOP商品を使って楽しくクッキングしよう
２月７日 榎本パル委員会（大阪市）
AED使用体験講習会：出前講座
２月７日 遠里小野パル委員会（大阪市）
おしゃべり喫茶
２月８日 浪速西・東パル委員会（大阪市）
ナリス化粧品見学
２月13日 みなみ地域活動委員会（枚方市）
リバース見学
２月13日 港地域活動委員会（大阪市）
川喜見学
２月13日

放出パル委員会（大阪市）

コーライ食品
２月13日 茨田西パル委員会（大阪市）

参加102名
（ガイドさんも含む）

災害時のママ・パパの心構えセミナー
２月16日 北地域活動委員会（大阪市）
豆紀見学
２月17日

今津パル委員会（大阪市）

人と防災未来センター
２月17日 東成地域活動委員会（大阪市）

自分でできて嬉しい♪

コモ
２月19日 枚方中央地域活動委員会（枚方市）
簡単に出来るおひな様を作りませんか？
２月19日 加賀屋東・加賀屋・新北島合同
パル委員会（大阪市）
冷凍スィーツあれこれ
２月19日 交野北地域活動委員会（交野市）
私たちにできる防災・減災
２月20日 中宮パル委員会（枚方市）

「じぶんでメイク」 コーナーで
は、 クラブコスメチックスの方
から失敗しないメイク法を伝授

さとの雪食品さんのブースでは２種類
の白和えを食べ比べ

雑貨品を試して納得。「これなら
私も使えるわ」（アイメディア）

産地工場見学

パルのつどい（巻き寿司）
２月２日 上野口パル委員会（門真市）

体験！

缶詰のパンやレトルトおかずの非常
食の試食、カップラーメンをお湯で
はなく〝水〟で戻したものも。時間は
かかるものの、「意外とおいしい！」
と目からウロコの発見もありました

２月度の委員会の主なとりくみ（１/21～２/20）
委員会数 参加人数

触って

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

今回の「視覚障がい者のための商
品フェア」のテーマは〝簡単・便利
・ 備えて安心！〟
。 ボランティアチ
ームの独自ブースには、いざという
時に役に立つ防災グッズや非常食な
ど が 並 び ま し た。「 非 常 用 だ か ら 味
はどうかなと思っていたけどおいし
いね」
「グッズは使い勝手も試すこ
とができて良かった」など好評。
食品や雑貨品をあつかうメーカー
さんも多数参加していただき、新し
い商品を発見したり生産者と交流す
ることができました。

たべる＊たいせつキッズクラブでは、こんな気持ちを大切に９人
のサポーターがメンバーとその家族の方に楽しい企画を用意しています。
年８枚のおたよりカードの設問は、おうちの人と一緒に調べたり、普段の食卓を振り返
ったりして、家族で食をめぐる会話が増えたらいいな～と、サポーターが考えています。
体験企画は、みんなで料理をする、見に行く、学ぶ、そして食べるこ
とを通して「楽しさ」や「おいしさ」
を満喫しています。７月にはたっぷり
の夏野菜の煮込みと手作りパンを作りました。
“ホントにパンになった
ー”と感激。10月はハロウィンにちなんでかぼちゃを飾ったパンケーキとオバケおにぎりを作っ
て、
ハロウィンパーティーも楽しみました。夏には、
バスに乗ってトウモロコシの収穫体験に出か
けました。
採りたてのトウモロコシをすぐに茹でて食べた時の甘さには、
みんなビックリ！トウモ
ロコシがなっている様子をじっくり観察もできて、より一層トウモロコシが好きになったかな～
食べることが大好きで大切にしてくれる子どもたちが、もっともっと増えますように。

とりくみ内容別

林田光弘さん
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くらし

合言葉は
「楽しく食べよう！」
「おいしく食べよう！」

（２月４日）

～今、
『ヒバクシャ国際署名』にとりくむ私たちにできること～

いつでも入会OK
※途中退会の返金はありません。
※お預かりした個人情報は「たべる＊たいせつキッズクラブ」の運営
や関連企画などの案内にのみ使用します。

平和

推進学習会

京橋事務所
（本部）
参加83名
（組合員活動委員）

ぞれのやり方やアイデア、タ
イミングで署名を集めること
ができることだと言います。
「広島・長崎の被ばく者は
身をもって核兵器の恐ろしさ
を知っています。現在平均年
齢は 歳。 年前に８歳９歳
の子どもたちが受けたこと
で、この事実を世界は重く受
けとめています。そして被ば
く者と知り合いになっ たと
き、人は変わります」と力説
されました。
「僕は核兵器廃絶を夢にし
たくありません。日本で女性
参政権が与えられたのは戦後
のことです。核廃絶も、世の
中の機運を高めていくことで
実現すると信じている」と話
します。署名だけでなく、署
名活動を通じて、平和を考え
る勉強会や集会など複合的な
動きが生まれること。その一
つひとつの積み重ねに意義が
あると訴えました。

おおむね５歳から小学生の
お子さん

サポーターになりませんか！
（ボランティア）

「おたよりカード」に返事を書いたり、食育体験を企画します

がんばった子には
ごほうびもあるよ！！

参加対象

募集

「核兵器廃絶に向けて」

２０１７
年７月７
日、核兵器
禁止条約が
国連で採択
されまし
た。同年 月には国際ＮＧＯ
のＩＣＡＮ（アイキャン）が
ノーベル平和賞を受賞し、核
兵器廃絶への動きが加速する
かのように思えましたが、い
まだに条約批准の見通しは立
っていません。平和な未来を
つくるために私たちに何がで
きるのでしょうか。ヒバクシ
ャ国際署名キャンペーンリー
ダーの林田光弘さんにお話を
うかがいました。
「ヒバクシャ国際署名は、
団体というよりネットワー
ク。被ばく者が呼びかけ、それ
に共感した人たちが集める署
名活動です。目的は、みんなの
声を国連に直接届けること。
活動を通じて対話が生まれ、
これからの担い手を増やして
いくことです」と林田さん。日
本 で の 署 名 活 動 は、２ ０ １ ６
年４月よりスタート。連絡会
は 都道府県の 団体からな
り、昨年９月時点でおよそ８
３０万人分もの署名が集まっ
ています。特徴は、被ばく者自
ら が 呼 び か け て い る こ と。政
治や宗教、団体を超え、誰もが
参加できること。そして、それ

「春のおはなし」
「春をたべよう」など２
冊セットのテキストブックとお便りカ
ードを春夏秋冬の年４回お届けします。

“食べるの大好き！”“食べるの楽しい！”おうちに届くワーク
ブックを見ながら新たな発見をしたり、体験企画では、みんなでお
料理や見学も。ワクワクドキドキがいっぱいです！
！

2018年度
第６回

＜参加取引先様など
（略称・順不同）
＞
ハグルマ、さとの雪食品、太陽食品、
マルツネ、マルイ食品、ニチレイフー
ズ、川喜、タカキベーカリー、ケダハ
ム、大山乳業、ゴールドパック、越後
製菓、稲心、アイメディア、カワタキコ
ーポレーション、アズマ工業、トップ
産業、クラブコスメチックス、ナリス
化粧品、サンスタ－、スクロ－ル、アイ
ケイ、コネクトドット、漢点字サーク
ル、
グループさざ波、
ずっとボラの会

※これから開催される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別チラシでお届けしています。
7
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※ 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

159号

2019.3.25

★ 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

城東
日時 ４月５日（金）11：50～13：30
場所 城東組合員会館
（城東区成育１）

所

４月２日（火）10：00～12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

４月13日（土）10：30～13：15

寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

４月は、ねやがわ福祉まつりに参加します。
いろいろな楽しい取り組みがあります。ご参加ください。

寝屋川

（まつりの内容は今号８ページ）

阿倍野

４月10日（水）10：00～12：00

城東

４月15日（月）10：30～12：00
４月22日（月）10：30～12：00

つるみ店

４月17日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

４月５日（金）10：00～12：00
５月17日（金）10：00～12：00

守口

４月18日（木）10：30～12：00

今津

４月15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
４月26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

４月３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

対

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。
次回ぱるタイム通常号発行は４月29日です。
9

４月 「すくすく」の開いている日
４月生まれのお誕生日会は
４月23日
（火）
です
火曜日

２日

９日

16日

23日

木曜日

４日

11日

18日

25日

※30日はお休みです

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

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。

季節の料理を
いただきましょう

）

Ｍ 桜ごはん、タンドリーチキン、含

め煮、菜の花のご
ま和え、デザート
締 ４月３日（水）
主 いきいき昼食会城東

近隣の公園で
お花見します

あべの
日時 ４月11日（木）11：30～13：00
場所 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）
Ｍ 肉じゃが、キャベツサラダ、豆ご

はん、みそ汁、デザート（フルー
ツヨーグルト）、コーヒーか紅茶
締 ４月９日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
仁和寺
日時 ４月11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）
Ｍ 鶏もも肉のローストみそ風味ソー

ス、厚あげの酢ブタ風、春キャベ
ツと人参の梅和え、人参とレーズ
ンのマヨ和え、かきたまご汁、白
玉団子
締 ４月９日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

ご案内

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

サービス付き高齢者向け住宅
「パル都島」
の内覧会を実施しています
４月１日の開設に先立ち、内覧会を実施して
います。組合員の皆さんのご来場をお待ちして
おります。
〈開催期間〉 ３月31日（日）まで ※31日を過ぎても見学可能。まずはお問い合わせを
〈開催時間〉 10時～16時
〈場
所〉 サービス付き高齢者向け住宅「パル都島」
住所 大阪市都島区御幸町２丁目13－9
（最寄り駅は JRおおさか東線「城北公園通」駅）


参加を希望される方は、お電話にてお申し込みください。
・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）
・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）

第12回ねやがわ福祉まつり
日時
場所

４月13日（土）10：30～13：30
寝屋川組合員会館
（寝屋川市大利町20）

～広げよう支え合い・つなごう地域の力～
◎東日本大震災復興支援のおはなし
◎音楽ヘルパー参上！！
◎マジック＆バルーンアート
※模擬店、ふれあい喫茶、おもちゃ作
り、福祉用具の展示、介護相談、笑
いヨガ、福祉作業所の製品販売、学
習会、被災地復興支援応援メッセー
ジ、復興支援物品販売などなど楽し
い企画がいっぱい。
主 ねやがわ福祉まつり実行委員会

視覚・聴覚障がい者の見学会
公園で自然観察をし、パルコープながお店で買いものをします。

日

時：４月15日（月）10：00～16：30

マイクロバス
でいきます

行 き 先：枚方市山田池公園・パルコープながお店
現地実費：1000円（昼食費）
定
員：20名（応募多数の場合は抽選）
申し込み締め切り：４月５日（金）
集合場所：パルコープ京橋事務所（本部）
集合時間：９：50（10：00時出発）
申し込み・問い合わせ先：パルコープ組合員活動部
☎ 06－6242－0904 FAX 06－6242－0926
主 催 くらしネット「福祉」

＊手話通訳（ボランティア）が同行します
＊ガイドヘルプ（ボランティア）が必要な方は参加申し込み時にお申し出ください
＊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となります

ふれあい喫茶by夢くらぶ
～祝10周年～
日時
場所

４月16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。
Ｍ 肉うどん、ちらし寿し、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
2019年１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。
全ての店舗
（９店）
の合計

404品

112.3Kg

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）
の合計

197品

42.8Kg

601

155.1Kg

総合計

〈今後のフードドライブ回収週〉
３月

◆店舗は３月24日（日）～３月30日（土）
◆組 合員会館・京橋事務所（本部）は
３月25日（月）～３月29日（金）
４月

◆店舗は４月21日（日）～27日（土）
◆組 合員会館・京橋事務所（本部）は
４月22日（月）～26日（金）
引き続き、
ご協力をよろしくお願いいたします。

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。 https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html
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生産者・取引先さんへ直接、声を届けることができて良かった
2019年の
「生産者・取引先様との交流会」
が２日間にわたり開催されました。両日とも全国各地から産地・取引先様に参
加いただき、
組合員さんと交流を行いました。 ＊おおさかパルコープとパルフレンズクラブ
（お取引先様の会）共催＊

生産者・取引先様との交流会 レポート①
２月23日
（土）松下IMPホ－ル

寝屋川・南寝屋川・
門真・港・生野・平野支所
地域対象

参加1,604名
（子どもさん含む）

「生から作ったレンジ国産あじフライ」
は主に九州で水揚げされた魚を凍結せず
生のまま加工しています

わたしも
食べたよ
♪

まだ知らない商品も
あり注文するきっかけ
に
なった。

参加1,170名
（子どもさん含む）

北坂養鶏場

ニラ多めで野菜感たっぷり「めっちゃ
ジューシーなうちの餃子」は枚方支所開発

「バター香るえびピラフ」は南枚方支所
開発。いよいよデビュー

イートアンド

って
自信をも ！
め
す
おす

「梅香る しあわせ白桃ジェラー
ト（若桃入り）」はこの日初お披
露目。５月３回にデビュー

JAフーズさが

11

理 事 会・監 事 会 報 告
（単位：千円）
供

肥後農産出荷組合

＜参加取引先様（略称・順不同）＞
トキワ、コーライ食品、JAフーズさが、ニッキーフーズ、イー
トアンド、アクアクララレモン、明神水産、若草食品、シャイ
ンフーズ、JA全農ミートフーズ、 京都フードパック、 ヒロツ
ク、イサミ、アマタケ、エム ・ シーシー食品、北坂養鶏場、太
陽食品、肥後農産出荷組合、倉島乳業、いかるが牛乳、大山乳
業、クルード、ジョイフルまるやま、コープ住宅サービス、夕
食サポート、CO・OP共済、商品検査室

＊プロフィール＊

1974年に後藤悦治郎さんと平山泰代さんで結成したユ
ニット。会場のお客さまの暖かい息でそっと打ち上げ
てもらおう、自力と他力の出会いを大切にしようと名
前どおりの活動を展開しています。
あの名曲
「竹田の子
守唄」、教科書に使用されている
「冬が来る前に」
「翼を
ください」
「紙風船」など、団塊の世代から若者までよ
く知っている歌を中心にコンサートを続けています。
パルコープのテーマソング「未来のいのちに」の作曲
も手がけていただきました。

大阪市中央公会堂


給

２
実

績

月

度

11：50ごろ通過

心斎橋

12：10ごろ通過

なんば

12：30ごろ通過

元町中公園

実

10回
2018年度第
３月８日

績

の御堂筋を
を歩き
春の
ましょう

９：45 開場
10：00 開演
ミニコンサート
11：15 リレースタート

初めての
人も
大歓迎！

13：00ごろ解散

累計（４月～2019年２月）

計画比％ 前年比％

（中之島）

本町（久太郎町）

生活協同組合おおさかパルコープ理事会

事業概況

大山乳業

紙ふうせんさん

１．選挙にあたって、生協が機関決定によって、特定政党また
は特定候補者への支持を行なうことはありません。
２．同時に、憲法で保障された個人の思想、信条と政治活動の
自由を守ります。
３．選挙に際し、組合員、職員の皆さんが国民の権利として積
極的な投票をされることを望みます。
４．なお、選挙に関して、生活協同組合が誹謗中傷されること
があった場合は、適切な処置をとることとします。

。

北坂さんもブースの前に立って組合員さ
んと熱心にお話されていました

ミニコンサート

おおさかパルコープ理事会は、いかなる選挙にあたっても、
以下のことを生協の立場としています。

紙面では伝わらない良さが分かった

果汁いっぱいの「しらぬひ（デコポン）」の
試食と、甘－い「肥後人参」を絞っただけ
のジュースは子どもに大人気

沿道のみなさんに平和の大切さをアピールしなが
ら、御堂筋を歩きます。すこしでもいっしょに歩い
てみませんか？途中からの参加や途中抜けもＯＫ！

選挙にあたっての理事会の考え方

どの生産者の方
々も素敵で優しくて
本当に楽しい交流会
でした。

2019

５月９日
（木）

紙ふうせんの
ミニコンサート 楽しみ

２月24日
（日）松下IMPホ－ル

北枚方・枚方・
南枚方・西成・
鶴見・都島支所
地域対象

参加された
組合員さんの
感想より

さ
ん

生産者・取引先様との交流会 レポート②

大東市 西尾 敦子

アイマックフーズ

ピースリレー

～平和のおもいをつなげよう～

 メラ機能のある携
カ
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

毎年ピースリレーに参加し

「赤穂のたまごと北海道牛乳でつくった
おうちプリン」
は寝屋川支所の開発商品

ていますが、今年のミニコン

太陽食品

サートは紙ふうせんと聞き、

＜参加取引先様
（略称・順不同）
＞
熊野の里、浅野食品、金子産業、味のちぬや、豆紀、
全農パールライス、アクアクララレモン、明神水産、
千倉水産加工販売、マルハニチロ、ホーム食品、ハグ
ルマ、近江農産組合、イサミ、アイマックフーズ、ト
ヨクニチルド、兆星、紀ノ川農協、太陽食品、巽製粉、
小川珈琲、熊本県酪農業協同組合連合会、大山乳業、
クルード、ジョイフルまるやま、コープ住宅サービス、
夕食サポート、CO・OP共済、商品検査室

わたしの世代にはとても懐か

出汁もおいしいとお声もいただいた
「関西風あげが２枚のきつねうどん」

おいしかっ
たあ！

??

しく歌を聴けるのを楽しみに

「契約産地でつくった
白菜浅漬」はお漬物なのに白菜がすごく感
じられておいしいと好評

金子産業

編

←

しています。

近江農産組合

〒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

門真支所開発の「国産豚しょ
うが焼き」はクッキングシー
トが付いていてフライパンを
汚さないんですよ

ホーム食品

参加された
組合員さんの
感想より

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 ■パソコンメールや携帯電話メ
記入してお送りください。クイズ
ールでのお便りは下記のアド
が無い号もどうぞ。掲載した方に
レスへ
paltime@palcoop.or.jp
は図書カードをお送りします。

紙ふうせんさんは、パルコー
プの配送トラックから流れる
「未来のいのちに」も歌って
くださっているお二人。ピー
スリレー当日も生で聴くこと
ができるかも 「鳥になりた
い～ きれいな空を～♪」と
一緒に歌えたらいいですね。

も高く
カタログだけ見て
、味を
ど
け
て買わなかった
思う商
と
い
た
い
知ったら買
した。
ま
り
あ
ん
さ
く
品がた

みんなで
歩こう

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

計画比％ 前年比％

高

5,074,918

98.6

103.1

54,304,637

100.8

101.3

供給剰余金

1,363,856

101.3

104.7

14,352,617

102.3

102.9

福祉剰余金

－93

－

－

32,230

88.5

61.9

事業総剰余金

1,494,455

101.3

104.6

15,734,595

102.2

102.9

事 業 経 費

1,254,183

98.9

104.0

13,694,609

99.2

103.1

事業剰余金

240,271

116.0

108.0

2,039,985

127.4

101.6

経常剰余金

254,406

114.8

107.2

2,221,467

123.6

100.8

おもに討議、確認した内容
●2018年度2019年２月度事業報告
●商品の価格値上げおよび包材変更について
●カタログリニューアルについて
●地域別総代会のすすめ方（案）
〈監事会報告〉
2018年度 第11回定例監事会（３月８日）
①２月８日監事会以降の監査状況を報告確認し
ました。
②福祉事業ならびに福祉施設の監査まとめを確
認しました。
③内部統制システムの期末ヒアリングを行いま
した。

※実績・計画・前年実績のいずれかが「マイナス」で比較ができない箇所は、「―」で表しています。

ぱるタイムのバックナンバーは

https://www.palcoop.or.jp/au_ ji/paltime/ からご覧いただけます。
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2019.3.25

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。
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kensashitsu/
●放射能・輸入食肉検査の取り組みは https://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/

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

13

す♪
＊プレストパウダーとは…ベースメイクの
最後に使用。お肌をきれいに見せたり、
メイクの持ちを良くしてくれます。

回答者：
（株）
クラブコスメチックス
近藤

ゆ り

有里さん

17
20

21

22

24

検査の種類

ヒント：山型もある

２
１

３

１

❶ ① 両ほほ②額の順
に、 下から押さえ
こむようになじま
せます。

★ 今月のプレゼント

わりなど細かい部分も押さえ
こむようになじませます。

クイズの答え、または「プレストパウダー
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。
※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

微生物検査

107

❷ ① 鼻筋②目のまわり③口のま
※パフを２つに折ってなじませます。

SPF20・PA＋＋
コーププレストパウダー詰替用 サラサラ美肌に仕上げ
 13g 本体780円（税込842円） るプレストパウダーが
リニューアル！
コーププレストパウダーケース テカリ・化粧くずれを
本体667円
（税込720円） 抑えてメイク長持ち


応募方法（クロスワードクイズ・きれいの術）

２

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

今回は
セットで
６名さまに
プレゼント！

158号での応募は
130名でした。

■締め切り ４月６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

↓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。

バナナ

そ の 時 期 の 気 温 や バ ナ ナ の 糖 度 に よ り「 室（ ム
ロ）」での保管日数が長すぎますと熟度が進みすぎ
てしまい、出荷からお届けまでの間で生じたスレ、
打ち身などの部位がタンニン（ポリフェノールの一
種）により黒く変色する事がございます。
何ら健康を害するものではございませんので、お
召し上がりになられても問題ありませんが、変色の
強いものがございましたら担当者もしくは組合員サ
ービスセンターまでお申し出ください。交換させて
いただきます。

1162

3

69

なし

262

なし

63

なし

32

なし

1

なし

107

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】 226件（前年同月259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。

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

２月度

〈２月度検査状況（19.１.21～19.２.20）〉 【商品検査のとりくみ】商品検査数 1696件（前年同月1685件）

23

25

パフへのとり方

⑵パウダーを含
ませたパフを
ティッシュペ
ーパーに軽く
押し当て、余
分な粉を落と
します。

バナナは収穫後も呼吸しており、熟度が進むこと
で緑色から黄色に変わっていきます。産地で緑色の
未熟な状態で収穫後輸出し、国内に入った後、「室
（ムロ）」と呼ばれる加工場にて「追熟」というバ
ナナを黄色くする作業を行います。しかしながら、

18

☆メイク崩れを防ぐプレストパウダーの使用方法☆

⑴一定方向にと
ります。

検査室からの回答

12
14

16
19

９

じゅつ

が長く続く方法をご紹介いたしま

13

11

バナナが黒く変色しているのはなぜ？

６

８

10

15

５

れ

は、朝のメイクしたての仕上がり

４

７

イクをしても、お昼ごろ
には崩れてしまう…なん

３

～プレストパウダーを使ってメイク長持ち！～

せっかく朝早く起きてメ

てお悩みの方も多いのでは？今回



２

お申し出

き い の術

 イク崩れを防ぐ
メ
方法を教えてくだ
さい。

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。
１

⑧生命を維持する栄養をとる
ため、一日に何度か物を食
べること
⑩経済活動の場面で、
環境・社
会貢献などに配慮する様子
⑫ マジック
⑬ ←→特殊
⑮散らし・巻き・握り・押し
など
⑰シューズ
⑱先のとがった、竹・木など
の細い棒
⑲高等学校
凸版・凹版・平版などの版
を用いて刷った絵
戦いに用いる道具
トキの羽のような色
高い所へ登るための道具

Ａ

号の正解】
コロッケ

Ｑ

【

応募総数 355通
正解者数 355通

158

タテのカギ

①自然科学
②生活すること
③会合に集まって来ること
④さむらい
⑤いろいろな活動をするため
の足場となる重要な所
⑥まじないを職業とする者
⑨岩手県北部にある市。三陸
鉄道の北の始発駅がある
⑪顔かたち、見た目
⑭割れ目などが大きく開くさ
ま
⑯一年を四等分した期間
⑱足首の所で左右に骨が盛り
上がっている部分
⑳思いがけないこと
ピジョン
俳句などで、句の季節を規
定する言葉

ヨコのカギ

①桜の花びらが吹雪のように
盛んに散ること
⑦他人に用件を頼むこと

ソツギ ヨ ウシキ
ツケヤ キ バ ユバ
ク マ ン グローブ
スキン ルーブル
ナ ア マド ガ
アコガレ シツ ム
ツ カン ジヨウ
プル ジ ヨーカ ー

出題：溢

91

「土井の田舎草もち」の紙面
大きさを分かりやすく
カタログでは厚みが
ありおいしそうに見え
たのに、実物は思って
いたより小さくてぺっ
ちゃんこ。カタログと
あまりに違
う…。

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/

【回答】 １個当たりのサイズがイメージできな
かった事から、今回のがっかりのお声に繋がった
と感じております。今後は、１個当たりの大きさ
（サイズ）を紙面に記載して、ご利用される際に
イメージしていただけるよう改善させていただき
ます。
（商品部・企画担当）

北枚方支所
配送担当
橋本さん

実際に目で見て買えないもの
で、紙面での情報を元に購入
されているので、イメージと
の違いにがっかりされていま
した。その声からすぐに改善
になり、そのことを組合員さ
んにお伝えできるのは生協な
らではだと思いました。

改善後
イメージ

土井の田舎草もち

８個

企画回：４月２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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2019.2.25
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▶▶16ページより続く

﹁自家製発酵種ルヴァン﹂を配合しているから
小麦本来の旨味や香りが引き立ちます

特集
❶

パン作りにおいて最も難しいのは 生地づく
り 。毎日食パンの角型（フタをしたもの）パン
にはしっとり・もちもち食感を出すために
「ゆ
ごね」生地※を配合しているのに対し、山型
（フタをしないもの）の場合は、
サックリ食感を
追い求め
「自家製発酵種ルヴァン」
（右記）
を配
取締役 工場長
合して作っています。
野村 泰彦さん
また、山型はトーストすることで表面はサッ
クリ・中はもっちりとした食感が楽しめることが特徴です。
そのヒ
ミツは、生地の弾力調整と
「手丸め製法」
（下記）。生地づくりと製法
によってきめ細かさを変えることで食感に違いが生まれます。
また、
手丸めすることで、機械で丸めるよりも生地へのダメージが少な
く、
より弾力のある仕上がりになります。

6枚

仕込み（生地づくり）

特集❷

〜 和歌山県・紀ノ川農協 〜

産直一株トマトを待ってくれている組合員さんのためにがんばります
児玉 幸造さん

大阪府

自家製のルヴァン種の
開発には約4年かかりました。
粉と水の配 分・温 度などそ
の時の環境によって
違ってきますし、何度
も試食を重ねて試行
錯誤しました。
（食パンづくり一筋
ひがし

30年の 東 さん）

③またこねる
できた中種生地に
「ルヴァン種」
を流し込み、数
回に分けて塩や砂糖・油脂等を加え、
ミキサー
でこねる。人の手でかたさや温度を確認し最終
判断を行う

注文番号 644

取り出した生地は、ガス
（空気）
を貯め込ませる
ために痛んだ生地の表面を整えます。重たい
生地を返すのは見た目以上に難しい作業

型

④切って休ませる
⑤のばす
パン生地を平たくのばしてガ
スを抜く
（よりやわらかく仕
上がる様、通常よりガスをあ
まり抜かず厚めにしている）

②ふくらませる
（第１発酵室）
発酵室は1年中一定の温度・湿度に保たれてい
る。
ここでパンの出来の７〜 8割が決まる！

※詳しくは今週配布の商品案内46ページをご覧ください
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兵庫県

＊自家製発酵種ルヴァン＊

成

①こねる
小麦粉・水・イーストを混ぜてミキサーでこねる
（食パン用の小麦粉を使用）

同時に生地の
温度チェック。次の
工程に渡すまで
何度も確認

各98円（税込 各106円）

（株）スリーエスフーズ

「ルヴァン」
とは、主に小麦粉・ラ
イ麦粉・水を合わせた発酵種のこ
と。
ライ麦に含まれている乳酸菌と、
酵母の発酵作用により、小麦本来の
旨味や香りが引き立ちます。

※小麦粉に含まれるでんぷんをのり状にしたもの。小麦粉を熱湯で練り上げることで、
もち米をついた時のようにでんぷんがα化し、
もっちり感が出る。

4月2回は

本体

京都府

昨年9月に上陸した台風21号は、紀ノ川農協の産直の
歴史の中でも一番大きな被害をもたらしました。私のとこ
ろはトマトもそうですが、植えたばかりのキュウリの苗が飛んだり、八朔の木
も折れたり…。台風後に植えたブロッコリーは何とか収穫。
「収穫できるだけ
でありがたい」
ことだと感じる事もありました。
壊れたトマトのビニールハウスは嫁と２人で１カ月かかって撤去したんで
す。再建がどうなるかとかなり落ち込んだりもしたのですが、何とかビニー
ルハウスを建ててくれる業者を見つけてもらって、
やっとここまできました。
うね
３月２０日には苗の定植
今はトマトを植えるための畝立てをするなど準備中。
ができることになってひと安心しています。
パルコープの組合員さんにはお見舞金などいただいて、
とても感謝して
います。
すごい励みになりましたし、
また頑張ろうという気になっていますの
で、
どうぞよろしくお願いいたします。
（３月７日訪問）

当社は今年で創業７０周年を迎えるパン製造販売メーカー＊山崎製パン
（株）
の関連会社＊で、2002年に山崎製パン
（株）の100％出資会社となりました。食
パンの他にも
「CO・OP バターロール」
やミニパンなどの製造を手掛けています。
近年の焼きたてベーカリーブームによって山型食パンが世間でより親しまれ
るようになり、
「CO・OP 毎日食パン」
も生協仕様での開発がスタート。昨年９月
に山型タイプがデビューしました。
取締役 営業部長
「CO・OP 毎日食パン」
を作る上で大事にしているのは、
お求め易い価格でも 天野 栄二郎さん
品質を最優先にすること。原料費が高騰する中で厳しい面もありますが、皆さん
からいただくお声を励みに努力していきます。
これからも、忙しい毎日の中でもご家族で楽しく食事
するために、
どんどんパンを活用していただけたらと思います。

企画回：毎週企画

注文番号 643

〜 京都府・（株）
スリーエスフーズ 〜

「CO・OP 毎日食パン」の登場は2004年とその歴史は長く、毎日食べても飽きの
こない味 として親しまれてきました。
そこへ満を持して 山型タイプ が登場。製造を
手掛けるスリーエスフーズさんにその背景やこだわりポイントを伺ってきました。

CO・OP 毎日食パン山型

5枚

▶▶1ページより続く

⑥手で丸める
（手丸め製法）
人手も惜しまず１つひとつ優
しく丸めていく。

流れるように手丸め
していくのは
「毎日食パン
（角型）
」
の開発にも携わった
と言うベテラン・山下さん

⑦またふくらませる
（第２発酵室）
ここで角型はフタをするのに
対し、山型の場合はフタをし
ないので縦に伸びる。

焼く・冷却
⑧180℃〜 230℃まで段階的に焼き上げる
⑨包装した時に水滴がつかない様に、時間をかけて
冷ます

（写真上）
３段目まで成長した一株トマト
（写真下）再建されたハウス内でトラクターを使い土を掘り起こす

これからも
ずっと続けていきたい
植田 晃平さん

一株トマトを作り始めて１２年、
トマト一筋とい
う植田さん。
トマト作りの師匠の藤谷さんには
「観察力がすごい」
と言われるほど。
「作り始め
た当初は、
日照不足で枯れたり水分が多くて玉
割れしたり…。連作障害で土壌改良をしたが３・
４年は採れない時期もありました。今は３つのハ
ウスを管理しています。収穫時期はトマトに付き
っきりにならないといけないので奥さんにいつ
も怒られてますが、楽しくやっています。
これか
らもずっと続けていきたいです」。

作り手も食べる方も
リレーのようにバトンを繋いでいける
産直一株トマト
小川 真司さん

（トマト部会副会長）

一株トマトに関わって10年という小川さんは、
トマトの他に、
きゅう
り・葉ボタン・玉ねぎなどを栽培。
「この地域を元気にしたい、仕事
を農業で生み出していくための取り組みをしたいといつも考えてい
ます。
そういう意味では一株トマトの取り組みはありがたいです。ほ
ぼ契約栽培で計算しやすく、安定販売できるし初心者でも始めやす
い。作り初めは誰でも失敗するけど、失敗してもまたチャレンジでき
ますし。
この企画があることで、作り手も食べる方も世代がリレーの
ようにバトンを繋いでいける。
それがいいですよね。
そういう意味を
込めて、
あえて生産者カードは子どもと一緒に写っている写真にして
いるんですよ。人って繋がりが一番大事ですよね」。
小川さんの生産者カード

一株ト マ ト っ て？
産直産地・紀ノ川農協とパルコープ（の前身
生協）組合員さんが１９８４年から、お互いに訪
問・交流しながらとりくみを続けてきた産直ト
マト。予約１件でほぼ一株分（４〜５ｋｇ）のトマト
を６週か８週の間、赤く熟した順にお届けする仕
組みです。一般のお店用が青い状態で採るのと
異なり、共同購入ではできるだけ樹の上で色付
かせてから収穫し、
お届けができるので、
「昔の
トマトの味がする」
と好評
です。現在生産者は和歌
山 県・紀ノ川 以 外 に 奈
良 県・五 條と大 阪 府 に
もいらっしゃいます。

4月2回より受け付けスタート
産直

一株トマト

注文は予約制です

4月2回〜5月4回の注文書にて
5kgコースか4kgコースかを
選んでご予約ください

※写真は750g分のイメージです。
（個数は決まっていません。
サイズは不揃いになります）

お届け週と1回あたりの価格は

5kg 8週コース…5月5回〜7月3回

238円（税込257円）
358円（税込387円）

500gの週 本体
750gの週 本体

4kg 6週コース…6月2回〜7月3回

期間中、毎週お届けがあります

258円（税込279円）
378円（税込408円）

500gの週 本体
750gの週 本体

詳しくは今週配布の別チラシをご覧ください。
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