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（月１回発行）

生活協同組合おおさかパルコープ ■ 組合員総数：451,088人 ■ 出資金：214億1,909万円（10月20日現在）

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

「子どもたちに
たくさん食べてほしい」
と、
ご飯は容器がパンパンに
なるくらい詰める

催し、９世帯12名の組合員さんが参加され

バーチャル
稲刈り体験

今年は例年より梅雨が短く、
8月に入っても気候が不安定で
晴れの日が少ない時期がありま
したが、高温障害もなく、
良い仕
上がりになりました。昨年完成し
た乾燥調製施設でさらに高品
質なお米に仕上がっていると思
います。
ご期待ください！
！
JAいなば常務理事・家山さん
と
「いなっち」

組合員のみなさんへ
メッセージ

＜募金方法＞ 注文書の募金カンパ欄1416へ

産地の
紹介動画

JAいなばで一番多く作っている
「コシヒカリ」、実はとても繊細なお米で、稲穂が大きく
なりすぎると倒れやすくなり青いお米が混じってしまっ
たり、実が付きすぎると全部に栄養が行き渡らなくなっ
て、
デンプンの詰まりが悪い白いお米になり、
おいしく
なくなります。土壌を分析して不足している栄養をおぎ
なったり、暑い時期に穂が出ないように調整したりし
て、
より良いお米になるようにさまざまな対策を行なっ
ています。
（JAいなば・林さん）
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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
（2021年10月20日現在）
20,854,974円

ング 186

キ
Pa・ぱっとクッ
材料・2人分

参加者の組合員さんと生産者さんで記念撮影

この印刷物は
環境に優しい
植物性インキを
使用しています。

わがまちの
＊
子ども食 堂
訪問記
㉚

住道子ども食堂
●場 所：大東市住道
●開催日：毎月第２木曜日
16：00 〜 18：30
●参加費：無料

（持ち帰り弁当の場合）
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40

元教員のボランティアさんが
子どもたちの勉強をサポート

※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/

https://www.palcoop.or.jp/osusume/recipe/

で心が和みました。いつも、
広々とした風通しのよさそうな風景
とを見て、お米を作っている
いただいているコシヒカリのふるさ
カリ」にさらに愛着がわきま
皆さんの笑顔に会えて「富山コシヒ
（参加者
普段は無洗米ですが、
した。とにかくおいしいお米です。
で、乳酸発酵で胃腸に良い
プレゼントの）お米のとぎ汁が出たの
を作りました。二度おいし
とテレビで紹介していた「水キムチ」
（枚方市・Oさん）
！です。
い！

1

子ども食堂
応援募金
にご協力をお願いいたします
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。

オンライン交流会当日は、お天気の都合で稲刈りが行われな
かったけれど、事前にドローンで撮影していたコンバインでの
稲刈りのようすを見学しました

認証番号0006252

中学生を対象に約 人分くらい作
っていたのですが︑野菜嫌いの子
もここに来て食べることができる
ようになって︑お母さんが喜んで
くれた時は嬉しかったですね︒子
どもたちが食べている姿を見るこ
とが本当に楽しくて嬉しくてね︒
仕込みも大変ですけど︑子どもた
ちが食べたいと思う好きなものを
出してあげたいし︑せっかくだか
ら喜んでほしいしね︒
今後は新型コロナウイルスがど
うなっていくのか心配ですが︑ま
た以前のように子どもたちにここ
でご飯を食べてもらって︑勉強し
て︑楽しんでくれる様子を見たい
ですね﹂︒

ました。

編集／役員事務局

ナ禍の今は持ち帰りのお弁当を作
っ て い る と 言 う︒﹁今 月 は 子 ど も
さんの分だけ 食を作りました︒
ハロウィンがあるから︑生協さん
からいただいたオートミール・オ
リーブオイルを使ってクッキーを
焼いて︒毎月なにかしら手作りの
お菓子を入れてるんですよ﹂と娘
さん︒
緊急事態宣言が明け︑食事スペ
ースである隣の部屋では元教員の
ボランティアさんが一緒に宿題を
したり︑折り紙などでひとときの
時間を楽しんでいた︒

９月23日に富山コシヒカリの生産者さん

とのオンライン交流会（Zoom使用）を開

子どもたちが
食べている姿が楽しくて

JAいなばさんとの
オンライン交流会

TEL：06
（7176）
7671 FAX：06
（7176）
7672
発行責任者／奥井 和久

パルコープは
環境マネジメント
システムに基づいた
とりくみを行なって
います。

すみのどう

おかみさんにお話を伺いま
した︒
﹁この子ども食堂は〝未
来ある子どもたちに食べる楽
しさを伝えたい〟との思いで︑
２０１７年の４月にオープン
させました︒おかげさまで︑
私たちのお店が長年︑商店街
や地域のみなさんに支えられ
てきたので︑少しでも恩返し
がしたいとの思いからでし
た︒コロナ禍以前は︑小学生・

JAいなばのマスコットキャラクター
「いなっち」
とパル子ちゃんもビデオに登場。
なんとパルコープ組合員さんの手作り！

発行／生活協同組合おおさかパルコープ
大阪市都島区東野田町1- 5 -26
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富山コシヒカリ

皆さんの笑顔に会えて、
さらに愛着がわきました
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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︑大東市にある﹁住道子
ども食堂﹂さんです︒
＊
＊
＊
住道本通り商店街にある料理屋・
げんろくえん
元禄園さん︒ 年続く地元の方に
長く親しまれているお店だ︒店先
の暖簾に﹁住道子ども食堂﹂と書
かれ︑振り向けば︑これまでの活
動の様子が詳細に載せられた壁新
聞が貼られている︒
浅田さんご夫婦と娘さんの３人
でお店を切り盛りしているよう
に︑子ども食堂の食事づくりも３
人だけで行う︒毎月この日はお店
を休みにして朝から仕込み︑コロ
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鶏モモ肉………………100g
しめじ ………………… 70g
エノキ ………………… 50g
長ねぎ………………1/2本
鶏ガラスープの素…小さじ2
水……………………2カップ
ごま油、塩こしょう……適宜
べんりで酢……………大1.5
ラー油…………………適宜

作り方

１２月２回企画回おすすめ♪「べんりで酢」
を使って

鶏ときのこの サンラータン

＊仕上げにべんりで酢とラー油を入れて

①鶏モモ肉は一口大に切り、塩こしょうする、
しめ
じ、
エノキは石づきを取り小房に分ける。長ねぎ
は斜め切りにする。
②鍋にごま油を熱し鶏肉を炒め、火が通ってきたら
残りの野菜を炒める。
しんなりしたら水と鶏ガラ
スープを入れてひと煮立ちし、塩こしょうで味を
調える。
③器に、
べんりで酢とラー油を入れ、
②を注ぐ。

1人当り
264kcal

