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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

会　場

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～ 2020年2月20日）

19,170,800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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子ども食堂
応援募金　

平和募金

子ども食堂
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東北
支援募金 1

＜募金方法＞
４月３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。

※販売会はやむなく中止や延期になる場合があります。

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

日　程 会　場

なにわの人形芝居フェスティバル
（一心寺・天王寺区）

星ヶ丘店　

4 月 5 日（日）10：00～15：30

 

5 月10日（日）10：00～15：00
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　産直一株トマトは「ハート栽培
農産物」として、商品検査室で、
残留農薬検査や栽培計画のチェックなどを行なっ
ています。

●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 ２月度 産直一株トマト

～今年から冷蔵商品として～
　これまで常温でお届けしていた「産直一株トマト」
は、今年から品質を安定させるために「冷蔵商品」と
してお届けします。

※�ハート栽培農産物…パルコープが独自に認定して
る商品で、その地域での慣行栽培に比べて、３割
以上農薬や化学肥料の使用を減らしたもの

【商品の相談受付状況】
181件（前年同月226件）

２月度検査状況（19.１.21～20.２.20）
【商品検査のとりくみ】
　商品検査数　1904件（前年同月1696件）

※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 1243 1（品質上の問題なし）
残留農薬検査 65 なし
理化学検査 397 なし
残留放射能
（放射性物質）検査 60 なし

輸入食肉検査 17 なし
外注検査に出したもの 2 なし
その他※ 119 なし

理 事 会 監・ 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
２　月　度 累計（４月～2020年２月）

実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％

供 給 高 5,135,490 98.7 101.2 54,077,746 99.7 99.6
供給剰余金 1,398,231 100.8 102.5 14,401,989 100.6 100.3
福祉剰余金 594 9.1 －638.7 4,485 9.8 13.9
事業総剰余金 1,533,060 100.5 102.6 15,795,062 100.4 100.4
事 業 経 費 1,295,864 101.1 104.4 14,122,121 99.7 103.2
事業剰余金 237,196 97.3 93.6 1,672,941 106.2 81.5
経常剰余金 252,654 98.1 94.5 1,889,969 107.2 84.6

おもに討議、確認した内容
●2019年度2020年２月度事業報告
●この間の商品不具合について
●2020年４月地域別総代会のすすめ方（案）
●くらし・他団体、支援活動の進捗について
●商品代金未払い組合員の除名について

2019年度�第11回
３月６日

　“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。

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

４月３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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　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！

みんなで歩こう

～平和のおもいをつなげよう～

５月９日（土）

ピースリレー 2020

大阪市中央公会堂
� （中之島）

本町（久太郎町）
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
13：00ごろ解散

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

　「甘くておいしい」とファンも多いこちらのトマト、
一般的なトマトと比べて、何が違うと思いますか？

　お届けできる状態のギリギリまで樹でしっかり赤く
熟すことでグルタミン酸が増え、うま味成分も増える
のです。さらに、糖度も高くなっているのが「産直一
株トマト」です。
　予約していただいた組合員さんへは、約一株分のト
マトを熟した順にお届けします。

一株トマトの季節がやってきました！

それは…ズバリ“うま味”と“甘味”です

各種、検査のよ
うすを動画でご
覧いただけます→

Facebook
「ピースリレー 2020」
特設ページでは、ピース
リレーの歴史やグッズを
紹介しています　　　　→

　高齢化が進むパルコープエリアでのお買い物支援と
して2019年６月からスタートした「移動販売車」は、
毎週火曜日に運行している四條畷市・田原台に次いで、
交野市での３コースが稼働中。お買い物にお困りの組
合員さんから喜ばれているお声もいただいています。
　今後、大阪市内でも運行を予定しています。

お買い物を支援する
「移動販売車」が好評です

〈監事会報告〉2019年度　第11回定例監事会（３月６日）
①２月７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。


