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ユニセフ募金に
ご協力をお願いします

　今世界では安全な水やワクチンがないため、540万人
もの子どもたちが５歳の誕生日を迎えられずに命を落と
しています。
　おおさかパルコープは「平和な世界と子どもたちのし
あわせ」を願って、ユニセフ募金活動をすすめていま
す。100円の募金で、子どもたちの免疫力を高めるカプ
セル錠が178錠購入できます。

～組合員のみなさまのご支援によって、
　　　　子どもたちの未来の可能性は広がっています～

　11月２回の注文書（10月28日～11月
１日配布）より募金を受け付けていま
す。（12月最終回注文書まで）11月２
回配布の別チラシもご覧ください。

子ども食堂
応援募金
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※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/

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（2019年3月21日～ 2019年9月20日）
18,316,130円 （この金額には2018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）
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＜募金方法＞
11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

＜今後の販売会の予定＞ ぜひ、お立ち寄りくださいね。

店頭で東北グッズ販売と募金活動などを行いました。
◎枚方公園店（9月15日） 売上74,650円 募金2,013円
◎西くずは店（10月６日） 売上60,710円 募金848円

日　程 会　場
都島区防災イベント（都島交流福祉協議会）

大阪府生協大会（ドーンセンター）

関西ポジティブ（長居公園〈自由広場〉）

11月 9 日（土）10：00～16：00

11月13日（水）12：20～13：30

11月23日（土）11：00～16：00

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

　“パル委員”の活動をご存知ですか？パル委員になって様々

な年代の組合員さんが、自分たちの関心事から「こんなことを

やってみたい」というテーマでとりくみや学習会をして、

地域の中での組合員さん同士の交流をすすめています。
　パル委員会のとりくみは、今号1、２ページをご覧ください。

アンケートにお答えください

▶ホームページの専用フォームからも申し込めます。
　https://www.palcoop.or.jp/au_tori/
　palcommittee/survey.html

問１．あなたの年代は？
　①10歳代　　②20歳代
　③30歳代　　④40歳代
　⑤50歳代　　⑥60歳代　 
　⑦70歳以上

問２．�パルコープのとりくみに参加
　　　したことがありますか？
　①ない　　　　②１回だけ
　③２～３回　　④何回も

問３．問２で①ないと答えた方の理由をお聞かせください。
　①案内を見ていない　　　②時間が合わない
　③場所が遠い　　　　　　④参加したい内容ではない

問４．�パルコープのとりくみで
　　　「参加してみたい」と思われることは？
　①商品の試食会、講習会　　②産地、メーカー見学　
　③環境や消費税など社会的問題学習会など
　④健康、福祉問題の学習会など　　⑤災害支援活動

問５．パル委員について知っていますか？
　①このアンケートで知った　　
　②知っていた　　③やっている（やっていた）

問６．パル委員に興味がありますか？
　①やってみたい　　②一度話を詳しく聞きたい
　③資料があれば見たい　　④条件があえば考える
　⑤興味はあるが今はできない
　⑥やってみたいとはおもわない　　⑦すでにやっている

問７．地域の委員さんから連絡をしても宜しいですか？
� （個人情報は、このアンケートでの連絡にのみ使用いたします）
　①電話連絡しても良い（生協登録の電話番号に）
　②郵送しても良い（生協登録の住所に）
　③�その他の連絡先に連絡
　　（７ページ下の組合員サービスセンターにお知らせください）
　④連絡は要らない

と　き：11月９日（土）　
　　　　14：00～16：00（12：30開場）
ところ：大阪東京海上日動ビル
　　　　（大阪市中央区城見2－2－53）
講　師：株式会社病診経営 代表取締役CEO
　　　　村上 賢二氏
定　員：150名様
 （当選者には11月１日（金）に参加証を発送予定）
申込締切：10月30日（水）
お申込先：右記のQRコードまたはお電話にて
　　　　  0120－352－868

主　催：（有）パル企画
共　催：東京海上日動火災保険（株）

健康寿命を延ばすために必要な予防の話
～三大疾病発症の過程を知ってリスク回避～
入場無料

フードドライブ活動で
ご提供いただいた品数と量目

全ての店舗
（９店）の合計 522品 122.5Kg

京橋事務所と
全ての組合員会館

（４会館）の合計
111品 36.9Kg

総合計 633品 159.4Kg

2019年８月度

11月
◆店舗は11月24日（日）～30日（土）
◆ 組合員会館・京橋事務所（本部）は
　11月25日（月）～29日（金）
12月

◆店舗は12月15日（日）～12月21日（土）
◆ 組合員会館・京橋事務所（本部）は
　12月16日（月）～12月20日（金）
引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

〈今後のフードドライブ回収週〉

11月１回の注文書
アンケート記入欄番号
1401～ 1407 に回答番
号を記入。
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〈監事会報告〉2019年度　第６回定例監事会（10月４日）
①前回監事会以降の監査状況を報告確認しました。
②内部統制管掌理事の上期ヒアリングを行いました。

理 事 会 監・ 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
９　月　度 累計（４月～９月）

実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％
供 給 高 4,988,318 97.2 101.0 28,880,180 99.8 99.8
供給剰余金 1,337,006 98.8 102.5 7,623,134 100.6 100.8
福祉剰余金 576 10.1 16.3 1,155 8.9 5.3
事業総剰余金 1,467,674 98.5 102.4 8,384,727 100.6 100.8
事 業 経 費 1,348,610 99.4 104.8 7,786,272 99.7 103.8
事業剰余金 119,063 89.4 81.2 598,455 114.1 73.2
経常剰余金 134,288 90.9 82.8 700,690 109.1 74.7

2019年度� 第６回
10月４日

●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/

商品検査室だより ９月度

【商品の相談受付状況】
　 235件（前年同月232件）

９月度検査状況（19.８.21～19.９.20）
【商品検査のとりくみ】
　 商品検査数　1963件（前年同月1787件）

新米の季節がやってきましたね。

米袋のまま保管されている組合員さんも多いのでは？
でも、その保管　ちょっと待って！

新米登場！
おいしく食べるには？

※その他…店舗・福祉施設の設備の衛生検査など

検査の種類 検査件数 注意品及び結果
微生物検査 1201 13（品質上の問題なし）

残留農薬検査 88 なし

理化学検査 420 なし

残留放射能
（放射性物質）検査 80 なし

輸入食肉検査 45 なし

その他※ 219 なし

鮮度が命！　保存は冷蔵庫で！洗剤のような
においがする米が

変色している

虫が出てきた！

　実は米袋には、小さな空気穴があいています。袋
が濡れて水分が入ると、変色やカビの原因に。穴を
破って虫も入ってきます。
　においも移りやすいので、洗剤や香りのキツイも
のを近くに置くのもＮＧなんです。
　もちろん、温度や湿度などからも影響が受けやす
く、風味や食感が変わってしまいます。

　お米は、野菜や果物と同じ“生鮮食品”です。せっ
かくのお米をおいしく食べるためには、タッパーなど
の密封容器（乾燥や匂い移りを防ぐため）に入れて、冷
蔵庫（できれば野菜室）で保管するのがオススメです。
　出来るだけ早く食べきるか、食べられる量を
購入してくださいね。

　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。

おもに討議、確認した内容
●2019年度2019年９月度事業報告
●この間の商品不具合について
●パルコープPB、ココラボ商品について

●2019年度総代懇談会のすすめ方について（案）
●くらし・他団体について
●支援活動の進捗について

（月 ～ 金 ８：30～20：00
土・日・祝 ９：00～17：00）


