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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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子ども食堂
応援募金
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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）

75

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

27

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

11. 22

号

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

2021.
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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

191号

191号

2021.11.22

「やさい

2021.11.22

や くだもの
９月26日

の いろのふしぎ」を体感！
主催：子育てサポートステーション

今度はブドウのし
ぼり汁
に魔法の粉を入れ
ると…

▲叩いてつぶしたピーマ
ンをキッチンペーパー
で包んでギュー！っと
しぼると…

たべる＊たいせつキッズクラブのスタッフがこの日の
ために、
「やさいやくだもののいろのふしぎ」を分か
りやすく伝えるオリジナルの絵本を作りました。ホー
ムページからご覧になれます（近日公開予定）
。

野菜や果物はなぜ、カラフルな色をしているんでしょうか？
野菜や果物は、育つ時に日光を浴びて成長します。しかし、強
い光を浴び続けると紫外線が悪さをします。だから、
「ファイト
ケミカル」という物質を作って、自分で身を守っています。

ＤＶＤ視聴参加68名（いずれも組合員活動委員）

参加者の感想
祖父も隣で楽しく聞いてい
て、学習会が終わった後も２
人で魔法の粉はなんなのか話
し合っていました。
コロナ禍で自宅で料理をす
る機会は増えましたが外出す
ることが少なくなり、イベン
トにも参加する事がなくなっ
ていたので、今回のようなオ
ンラインを使っての学習会は
自宅に居ながら安心して参加
できるので是非また開催して
欲しいです。使ったピーマン
は焼きビーフンの具材として
おいしくいただきました。

＊
「たべる＊たいせつキッズクラブ」は毎年５月からスタートします。
登録者募集は、来年の２月ごろに機関紙ぱるタイムやホームページでご案内します。
＊問い合わせ先：７ページ下の組合員サービスセンターへ

（10月５日）

中平さん
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NPO法人リアルにブルーアースおおさか

子育てサポートステーション「たべる＊たいせつキッズクラブ」の活動は、
パルコープのホームページにも掲載しています。見てみてね！ →→→→→

3

個人宅からのウェブ参加16名

13

活動紹介

子どもや孫・未来の子どもたちに青い地球を残すため
ECO縁日 私たちにできることをコツコツ積み重ねていきましょう
エコ

2021

10月30日に鶴見緑地公園で開催
◦リアルにブルーアースおおさか
◦地球環境市民会議（CASA）
◦自然エネルギー市民の会
◦パルコープ子ども食堂フードバンク
も出展（主催：大阪市環境局）
▲地球温暖化から
地球をすくえ！
クイズ
▲ソーラー
キーホル
ダー作り

◀手作りソーラー
クッカーでの
実演

正会員・賛助会員・活動サポーターを募集しています。くわしくは下記の
電話へ直接お問い合わせいただくか、facebookをご覧ください
【NPО法人リアルにブルーアースおおさか】
☎070－5659－8147（担当・武田）
この二次元コードからfacebookにつながります →→→→

パルコープ組合員有志が立
ち上げた「ＮＰＯ法人リアル
にブルーアースおおさか」
。
「誰かにやってもらうので
はなく、
自分たちで、
市民共同
発電所を作ろう」
と、
賛同者と
共に『リアルに協同発電しよ
・ながお』を設置し、地球温暖
化やエネルギーに関する活動を行なっています。
パルコープも２０１３年のＮＰＯ設立当初から
連携しています。ながお店屋上には、 キロワッ
トの太陽光パネルが設置され、店内では、発電量
を確認する事ができます。

「いろのふしぎ」
のおはなし

▲「ピーマンって、かた
いの？柔らかい？種は
どんな形？」などを司
会のスタッフと確かめ
ながら、ちぎってみる

組合員会館で視聴８名

ール憲法の緊急事態条項を利
用し支配しました。日本国憲
法は歴史を踏まえ、あえて緊
急事態条項を設けなかったの
で す。「 そ れ よ り も、 ３ つ の
原則（基本的人権の尊重・国
民主権・平和主義）を行使し
て、コロナ禍で保障してもら
わなければならない人権の一
番目は、生命・身体・健康で
すよね。条文で言うと、 条
の『 幸 福 追 求 権 』 や 条 の
『生存権』などにあたります。
欧米並みのロックダウンなど
も法律を作れば可能です。一
方で、飲食店の営業の自由・
人の移動の自由・勤労の自由
など、制限される人権がある
ことにも思いを馳せなければ
なりません。憲法はそんな対
立してしまう事態にもちゃん
と答えを用意してくれていま
す（公共の福祉 ： 条・ 条
・ 条・ 条など）
。人権の調
整ができるように法律を制定
して解決することができるん
です。コロナ対策特別措置法
などの法律で対応できるので
わざわざ憲法を変えなくても
いいんです」と中平さん。
参 加 者 か ら は、
「憲法で私
たちのくらしは本来保障され
ているものだという事が理解
できました。憲法改正する必
要はないと改めて思いまし
た」などの感想がありました。

▲他のキッズクラブの
スタッフも各自宅か
らオンラインで参加

会場参加19名

日頃、
憲法や権
利を意識
して生活
している
人はほと
ん ど い な く て も、 コ ロ ナ 禍
で、憲法が保障している当た
り前だった自由や権利が制限
されて、私たちのくらしは一
変したと感じる状況が生まれ
ました。私たちのくらしと憲
法の関係について、改めて学
ぶ機会としようと、関西合同
法律事務所の弁護士・中平史
（なかひらふみ）さんを招い
てお話をお聞きしました。

ピーマンから
何かでてきた～

推進学習会

コロナ禍での私たちのくらしと憲法
まず初めに、憲法ってなん
なんだろう？という基本的な
仕組みや、憲法と法律の違い
を「明日の自由を守る若手弁
護士の会（あすわか）」が作成
した紙芝居で学習しました。
一部の人から「コロナ禍を
収束できないのは、日本国憲
法に緊急事態条項がないから
有効な対策ができない」とい
う声もあります。しかし、憲
法上の緊急事態条項は、政府
に自由に何でもできる権限を
与えてしまう非常に危険なも
のです。それを許してよいの
かをしっかり考えなければな
りません（許容性）。例えばナ
チスのヒットラーは、ワイマ

みよう！

たべる＊たいせつキッズクラブは、毎日のくらしの中で「たべる、た
いせつ」という思いを子どもたちに伝えることを目的にした、５歳以上
の子どもさん対象のメンバーシップのクラブです。ワークブックやおた
よりのやりとりの他、例年はクッキングをしたり、産地・工場見学や収
穫体験など体験企画も行なっています（現在は感染予防のため体験企画
は休止）。
今回は集まることはできなくても楽しいことをしよう！と登録会員を
を対象にＺｏｏｍを使ったオンラインでの学習・体験会を開催しました。

「ピーマンからは
どんな色が出てくるかな？」
しぼって確認して

たべる＊たいせつキッズクラブ

2021年度
第２回

20

寝屋川中央地域活動
委員会のみなさんが
見学した時のようす

（2014年９月）

2
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●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

東北応援 ～これからも被災地に寄り添って～

桜ライン311応援募金

りんごの豆知識

10月度

にご協力をお願いします

「サンふじ」
「サンつがる」などの

「サン」の意味は？

地元中学生の植樹会のようす

NPO法人「桜ライン311」
代表理事・岡本翔馬さん


10月度検査状況
（21.９.21～21.10.20）
【商品検査のとりくみ】
商品検査数 1254件（計画比102.8％）
検査の種類
微生物検査

りんごの表面のべたつきって大丈夫？？

10

（単位：千円）
供

給

実

績

月

度

理化学検査

実

750

なし

42

なし

255

なし

32

なし

22

なし

153

なし

残留放射能
（放射性物質）検査
輸入食肉検査
その他

※

※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】
145件

各種、検査のよ
うすを動画でご
覧いただけます→

桜ライン311のホームページでは、桜の植樹
活動の取り組み状況などがマップや映像で見
ることができます。
地図データ協力：国 土 地 理 院 ／©ONE COMPATH
©INCREMENT P

績

計画比％ 前年比％

5,077,607

105.3

99.4

35,797,943

108.4

94.4

供給剰余金

1,489,159

109.7

102.6

10,235,014

110.9

96.6

福祉剰余金

1,811

161.0

70.5

12,372

100.4

106.0

事業総剰余金

1,628,318

109.2

102.1

11,202,074

110.6

97.1

事 業 経 費

1,325,535

99.5

100.3

9,397,794

98.5

100.6

事業剰余金

302,783

190.0

110.5

1,804,280

303.8

81.9

経常剰余金

360,080

205.4

124.1

2,161,324

303.4

94.0

おもに討議、確認した内容
●2021年度

2021年10月度事業報告

●PBお米の包材表記の変更について
●PB「生協牛乳 200㎖× 6」のストロー素材変更
について
●この間の商品不具合について
●くらし・他団体について
●支援活動の進捗について

いま、お店の農産コーナーでちょっと目を引く「堤さんの
レタス」
。昨年の４月に取引を始めさせてもらってから、な
がお店に店頭販売に駆けつけてくれるなど交流もあり、組合
員さんに支持をいただいています。長野県産レタスが終了
し、10月からは淡路島産レタスのシーズンがスタート、年明
け４月ごろまで全店で並べられる予定です。
大阪ではパルコープのお店だけでしか買うことができな
い、鮮度抜群のレタスをぜひ手に取ってみてくださいね。
食べ方の提案もあり、
ひと玉で買っても安心

高

募
金
カ
ン
パ

子ども食堂
応援募金
桜ライン
応援募金

千 百

雑

円 貨

千 百

1

過
去
利
円 用

1と記入すると
100円の募金と
なります

（100円単位）

共同購入（班配・個配）では

12月2回～ 1月1回注文書の
募金カンパ欄【1417】で

◆インターネット注文「eフレンズ」でも受付けて
います
◆店舗・組合員会館では、募金箱を設置しています
◆郵便振替では、
（口座番号）00900-2-14876
（加入者名）生活協同組合おおさかパルコープ
※通信欄に、必ず「桜ライン応援募金」と明記してく
ださい。手数料は各自ご負担をお願いします。

詳しくは今週
（11月22日～26日）
配布の別チラシを
ご覧ください

おおさかパルコープには９つのお店があります。
今回は「堤さんのレタス」をご紹介。

〈監事会報告〉2021年度 第７回定例監事会（11月12日） ②2021年度上期監査意見書および上期監事監査活動報告
①前回以降の監査状況を報告確認しました。
について、協議確認しました。

5

今年の３月11日で東日本大震災から丸10年となりました。
被災地の10年は決して平坦な時間ではなかったですし、まだ
復興へも道半ばです。皆さまには2011年当時からずっと携わ
っていただき、とても心強くありがたく思っています。
私たちの目標は、津波災害による人的被害の軽減です。津
波は迅速に高台に避難することで高確率な被害軽減が可能で
す。そのことを海に囲まれた日本に住む１人でも多くの方に
お伝えしたい。その思いで10年間桜を植える土地の交渉や、
植えた桜の管理も含め事業を続けてきました。
まだまだ長い時間の必要な事業ではありますが、地域の皆
さまと応援してくださっている全ての皆さまと着実に進めて
いきたいと思います。
応援募金へのご協力よろしくお願いいたします。

７回
2021年度 第
日
2
11月1
累計（４～10月）

計画比％ 前年比％

注意品及び結果

残留農薬検査

りんごの表面が「べたべた」していることがありま
す。これはりんごに含まれるリノール酸やオレイン酸
が皮の成分と反応してできたもので、りんごが完熟し
て食べごろになったサイ
ンです。
りんごの保温・保湿に
役立ちますので、洗い落
として保存するのはやめ
ましょう。

事業概況

検査件数

からのメッセージ

応募の方法

多くのりんごは、果実が小さいうちに袋をかぶせ、収
穫前に袋を取って日光に当てます。病害虫から果実を守
る、傷がつきにくい、貯蔵性が向上する、などの長所が
ゆうたい
あり、有袋栽培と呼びます。
む たい
一方、袋をかぶせないで育てる方法を無袋栽培といい
ます。
有袋に比べて見た目はやや劣りますが、日光をいっ
ぱい浴びて育ち、
糖度が高く味の濃いりんごになります。
「サンふじ」
「サンつがる」 など、 名称の頭に「サ
ン」が付いているりんごは、 無袋栽培を意味していま
す。ぜひ、食べ比べてみてください。

理 事 会・監 事 会 報 告

大阪で
できる
支援

「堤さんのレタス」を
使ったサラダ巻き・
サンドイッチも好評！

野菜作りのプロとし
て、安心・安全・美
味しいは大前提と考
えて育てています。
毎日でも使える野菜
を全力で作って届け
たいです！
Top Field
堤 直也さん

淡路島・南あわじ市の広大な畑で
栽培。朝、収穫されたレタスは、
熱を持っているので半日予冷。夕
方に中央市場に届けられて、翌日
の朝にはパルコープのお店に。

【パルコープのお店情報と今週のチラシ情報はHPをご覧ください】https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/index.html
【パルコープのお店のご利用】は共同購入の組合員さんなら、各店舗サービスカウンターで無料で「ぱるるんカード」
をお作りします。
その日のお買物分からポイントがつき、パルコープの全ての店舗共通でご利用できます。（組合員コードが分かればスムーズです）

4
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どなたでもお気軽に参加できます

※ 締 のないものは当日直接、会場へ
お越しください

＊対面での、パルちゃん広場「ぽっかぽか」「すくすく」「ママCAFE」は、12 月はお
休みの予定です。新型コロナウイルス感染の予防対策を行なった上で再開します。
今後の予定はホームページで最新の情報をお確かめください。

in 忍ケ丘店

おうちからオンラインで
ママおしゃべりCAFE 開催！
Zoom（ズーム）を使ってママたちのおしゃべりタイムを開催
します！忍ヶ丘店のご近所さんでなくても、パルコープの組合員で
なくても子どもさんと一緒でも、ママだけでもOK！
一緒に“ほっこりタイム”過ごしましょう。
日

時

12月21日（火）

予約制
です

パソコンメールや携帯電話メール
からはこちらへ
paltime@palcoop.or.jp

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！

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

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。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

717品

280.6kg

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）の合計

139品

40.3kg

856品

320.9kg

総合計

12月

◆店舗は12月19日（日）～25日（土）
◆組合員会館・京橋事務所
（本部）
は
12月20日
（月）
～24日
（金）
2022年１月

◆店舗は１月23日（日）～29日（土）
◆組合員会館・京橋事務所
（本部）
は
１月24日
（月）
～28日
（金）

引き続き、ご協力をよろしくお願いい
たします。

「もったいない」を
「ありがとう」へ
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、フ
ードドライブを取り組んでいます。
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。

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

対

＝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

パルコープのホームページでは、組合員さんの子育てを応援するペー
ジを設けています。離乳食レシピや、子どもさんとのコミュニケーショ
ンや栄養士さんによるごはんの話しなど子育てに役立つコラムを連載し
ている「マシュマロCLUB」、パル子ちゃんの塗り絵のコーナーもあり
ますよ。のぞいて見てね！
パルコープ 子育て応援

（ 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12月20日です。
7

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。

）

●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

•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）

●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

コラム内容を少しご紹介！

11月テーマ

時短でも本格美白ケア！

メイクやお肌のケアに関するコラムをパルコ
ープのホームページで連載中です。
毎回おすすめのコープ化粧品を紹介し、抽選
で当たるプレゼントも用意しています！ぜひご
応募ください♪

主催：子育てサポートステーション

●パスタ、素麺などの乾麺

以下の食品はお引き取りできません。

★12月17日ごろZoomの招待をメールでお送りします。

〈共通略記号〉

●お米（白米・玄米・アルファ米）

●調味料（醤油、食用油、味噌など）

Zoomに使うパソコン、スマホからメールで 12 月 16 日
（木）までに
kumikatu@palcoop.or.jpに申し込んでください。
❶ママCAFE に参加 ❷お名前 ❸子どもさんの年齢
❹当日連絡のつく電話番号 を本文に入れてください。
←←← スマートフォンの方はこちらから

ご寄付いただきたい食品（常温品）

実施日時・回収場所

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

10：30 スタート
（手遊び・絵本など）
10：45 ママ情報
『クリスマスプレゼ
ントどうする？』
おしゃべりタイム
（延長もあり）

191号

2021.11.22

2021年９月度

〈今後のフードドライブ回収週〉

10：30～11：00ごろまで

参加費
無料

ご意見・感想などはこちらへお寄せください
〒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

プレゼントの応募
方法は２つ
①HPの専用フォ
ームから
②インスタグラム
の
メッセージから
詳しくはHPをチ
ェック★

▼検索キーワード
パルコープ キレイの術

▶スマートフォンならこちらから→→→→

※美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

子育てや仕事が忙しくて
スキンケアをする時間がないの…

洗顔のあと、１品で美白＋保湿ができる
薬用ホワイトニングゲル（オールイン
今回は
ワンゲル）がおすすめ！

５名さまに

★ 今月のプレゼント

応募は
12月５日まで

プレゼント

WHITENING
薬用ホワイトニングゲル 100g

通常本体価格 1,580円（税込1,738円）

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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（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）

募
金
カ
ン
パ

子ども食堂
応援募金

千 百

1

千 百

雑

円 貨
過
去
利

円 用

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）

75

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

27

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

11. 22

号

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

2021.
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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

