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　多くの缶詰がイージーオープン缶（EO缶）となってい
て、缶きりを使用せずに手軽に開けることができます。
　EO缶のフタには開封のための溝（スコア部）が設け
てあり、リング（プルタブ）を引き上げると、リングの
先端が溝にあたって、溝が切れることでフタがあけられ
る仕組みになっています。

　リングの先端が溝からずれた位置にある状態でリング
を引き上げると、リング先端
がフタ表面にあたってしまい
ます。このとき、てこの原理
でリングのつけ根に負荷が加
わってしまい、つけ根部分か
らとれることがあります。

理 事 会 監・ 事 会 報 告 2020年度� 第９回
２月５日

〈監事会報告〉2020年度　第９回定例監事会（２月５日）
①１月８日監事会以降の監査状況を報告確認しました。

②2020年度期末監査の進め方を確認しました。
③福祉事業管掌理事のヒアリングを行いました。

　EO缶は手軽さがある一方、衝撃を受けたり、
リングがわずかに持ち上がったりすると、溝が切
れて（スコア切れ）、中身がもれることがあるの
で、注意してくださいね！

●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 １月度 缶詰のお話

【商品の相談受付状況】
145件

１月度検査状況（20.12.21～21.１.20）
【商品検査のとりくみ】
　商品検査数　1068件（計画比94.7％）

※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 704 なし

残留農薬検査 36 なし

理化学検査 211 なし

残留放射能
（放射性物質）検査 38 なし

輸入食肉検査 20 なし

その他※ 59 なし

各種、検査のよ
うすを動画でご
覧いただけます→

事業概況
（単位：千円）

１　月　度 累計（４月～2021年１月）
実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％

供 給 高 6,424,166 110.1 121.6 55,083,736 111.7 112.5
供給剰余金 1,891,349 116.8 128.9 15,479,985 118.2 119.0
福祉剰余金 2,261 52.0 101.3 17,559 95.2 －
事業総剰余金 2,022,910 115.8 128.0 16,828,623 116.9 118.0
事 業 経 費 1,265,862 102.0 109.3 13,260,947 100.9 103.4
事業剰余金 757,048 150.0 179.5 3,567,676 284.5 248.5
経常剰余金 768,503 149.1 178.6 3,706,058 260.9 226.4

※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。

フタを開けようとした時に、
リングがとれてしまったことはありませんか？

おもに討議、確認した内容
●2020年度2021年1月度事業報告
●�PB「低温殺菌牛乳」製造中止による、産地・
仕様の変更について

●�CO･OP学生総合共済・マイカー共済の取り扱
いについて

●この間の商品不具合について
●2021年通常総代会にむけて
●くらし・他団体、支援活動の進捗について

便利だけど、ていねいに

扱わないといけないのね

「もったいない」を「ありがとう」へ

食品の流れ

各ご家庭

フードドライブ
パルコープの

店舗・会館・本部へ

パルコープ子ども食堂
フードバンク

(またはフードバンク関西）

地域の子ども食堂
福祉団体・施設

余った食品を預かって支援を必要とする
方々に届ける活動を行なっています

店舗はサービスカウンター横など、
組合員会館は入口スペースなどに回
収ボックスを設けています

このピンクの
ボックスに
入れてください

パルコープのフードドライブ
　パルコープは、「パルコープ子ども食堂フードバンク」を立ち上げ、2018年６月
からフードドライブに取り組んでいます。
　組合員さんにご家庭で余っている食品を持ち寄っていただき、パルコープ子ど
も食堂フードバンクまたはフードバンク関西を通じて、それを必要としている地
域の子ども食堂や福祉団体、施設に寄付します。

●�パルコープのホームページでも　
詳しく紹介しています�
　�https://www.palcoop.or.jp/
au_ji/kodomoshokudou/　　
fooddrive.html

店舗は毎月末週の日曜日～土曜日
※12月は第３週
　（詳しくは店頭のポスターを確認ください）
組合員会館は毎月末週の月曜日～金曜日
時間はそれぞれの営業時間内

実施日時・回収場所

●お米（白米・玄米・アルファ米）
●パスタ、素麺などの乾麺
●�缶詰・レトルト食品・インスタント
食品
●のり・お茶漬け・ふりかけ
●粉ミルク・離乳食・お菓子
●調味料（醤油、食用油、味噌など）

ご寄付いただきたい食品（常温品）

◦冷蔵食品、冷凍食品、農産品（お米除く）
◦賞味期限が明記されていない食品
◦賞味期限が切れている食品� �
◦賞味期限が１ヶ月を切っている食品
◦開封されているもの� � �
◦生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
◦アルコール（みりん、料理酒は除く）

以下の食品はお引き取りできません。

　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 421品 109.5kg

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）の合計

188品 74.4kg

総合計 609品 183.9kg

2020年12月度

３月
◆店舗は３月21日（日）～27日（土）
◆�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　３月22日（月）～26日（金）
４月
◆店舗は４月25日（日）～５月１日（土）
◆�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　４月26日（月）～30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〉

フードドライブ活動で
ご提供いただいた品数と量目

※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/

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
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子ども食堂
応援募金　

平和募金

子ども食堂
応援募金

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

ご協力ありがとうございます

東北支援募金の状況（2020年3月21日～2020年12月20日）
15,469,887円 （この金額には2019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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東北
支援募金 1

＜募金方法＞
３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、３月３回まで受付けています

　 「東北支援募金」は、東北被災地から要請がある場
合の支援金、被災地を支援しているNPO団体への運
営協カ、就学支援基金にかかる費用などへ活用させて
いただいてまいりました。
　震災から10年を節目とし、2021年の３月をもちまし
て終了いたします。組合員さんには長い間ご協力いた
だきましてありがとうございました。

＊今後は「桜ライン311の植樹活動協力募金」など、その都度
ご案内する予定です。どうぞよろしくお願いいたします


