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足︑旗揚げ公演の﹁マカロニ

演する劇団ＮＬＴとして再発

ンス語の風俗コメディ︶を上

た︒しかもそれだけではあき

んでは売り捌く宴会泥棒でし

を背広のポケットにしまい込

ない宴会に忍び込み高級料理

さば

金融﹂が芸術祭賞を受賞︒以

足らず︑富める者︵貴族︶か

ちょうだい

来日本ではほとんど上演され

ら頂戴して当然とばかり自宅

きゅうじょう

なかった︑海外の上質な喜劇

ゆえ

に招いた貴族に貧しさの窮状

※

︵はるる︶

を上演し続けています︒

コープシアター
大阪

新会員募集中

パルコープの組合員さんと、その家族なら
誰でも入会できる積立式の鑑賞会です。年３
〜４回の例会があり、さまざまなジャンルの
舞台を生で楽しめます。
●入会金2,000円 月会費1,050円
会費は毎月生協の登録口座から引き落とし
※基本は３人以上のグループ加入ですが、
１人からでも加入できます。
●問い合わせ 組合員活動事務局
☎06 6242 0904 FAX06 6242 0926

これからの例会のお知らせ

第78回例会 十月花形歌舞伎
会場：大阪松竹座

※予約は終了しています

第79回例会 チェコフィル・ストリング・カルテット
2014年３月６日（木）昼夜２回公演
会場：いずみホール

（ＮＰＯ遠野まごころネットに常駐する
パルコープボランティア事務局・林さんより）
遠野まごころネットのホームページは
http://tonomagokoro.net/

ビニールハウスの中で、収穫し
た菜種から種を取り出す作業を

よどがわ生協・ならコープ合同企画

2013年度

〈６月度のおもに討議、確認した内容〉
●食品添加物基準の改定について、他団体からの
要請およびくらしのとりくみ、被災地支援と今
（単位：千円）
後のすすめかたについて確認しました。
累計（４月〜７月）
〈７月度のおもに討議、確認した内容〉
実 績
計画比％ 前年比％
●供給高は、計画に対し 100.9％でした。共同購入
16,869,284 100.2
99.2
の供給高は計画比 99.9％、利用人数が計画比
4,203,260
98.6
98.4
96.7％でした。
店舗の供給高は計画比106.8％で
計画を達成、来店人数は前年比101.2％でした。
13,971 143.2
114.0
●2013年度第１回総代懇談会のすすめかた、2013
4,618,925
98.8
98.7
年度以降の「生産者・取引先様との交流会」の
4,413,540
99.5
100.7
方向性について、他団体からの要請およびくら
205,385
86.8
69.4
しのとりくみ、被災地支援と今後のすすめかた
244,577
94.8
74.8
について確認しました。

事業概況
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度
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７
実

月
績

度
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高 4,507,928

100.0 4,303,301

100.9

供 給 剰 余 金 1,120,691

96.6 1,051,753

99.0

福祉剰余金

2,802

131.4

2,907

97.4

事業総剰余金 1,227,338

96.9 1,156,182

99.0

事 業 経 費 1,149,369

100.2 1,124,080

100.8

事業剰余金

77,969

65.2

32,102

60.7

経常剰余金

85,164

73.0

48,778

74.8

〈監事会報告〉2013年度 第４回 定例監事会（８月２日）
①監査法人の「年度監査概要」を受け、検証の上確認しました。
②配送支所監査の目的と日程を確認し、分担を決めました。９月９日から
全支所対象に実施します。
③前回監事会以降の事業所監査状況を報告し意見交換しました。
3

※監事の役割：総代会で選ばれたパルコー
プの監事６名は、各々が専門性を持ち、
役割分担しながら、パルコープの運営が
問題なく進められ、社会的信頼が確保で
きるように、 理事の職務の執行を監査
（＝監視・検証）しています。

参加者
募集

も
お1人で
も
で
族
ご家

【日程】11月1日
（金）
〜11月4日
（月・祝）

大阪でできる応援も！
2013年度
第3回 7月5日
第4回 8月2日

組合員理事さんがぱる子
ちゃんに扮し、ボランテ
ィアの皆さんと一緒に地
元の子どもたちと交流

第11回
「岩手ボランティアバス」

【申込締切】10月4日
（金）

理 事 会・監 事 会 報 告

夏休みの第５・第６回は学生の方や初めて

門真ルミエールホール

被災地で３度目の「防災の日」９月１日を迎えま
した。最近出会った書籍『サバイバルクッキング』
は、神戸在住の料理家・坂本廣子さんが「どんなと
きでも食べぬく元気術」を副題に、阪神淡路大震災
の翌年に書かれた本です。
坂本さんは、
「あるものを
どう食べるか」
「配給の食糧をどう食べるか」
「水が
ない、電気が止まったなどの制約の中での料理の
工夫」
と、
生きる知恵を伝えようとしています。
また今回の東日本大震災からも、改めて私たち
の暮らし方が問われました。陸前高田市の語り部、
釘子さんから「今回、避難所で必要だった物と避難
所運営で大事なこと」をお聞きしました。気がつき
にくいものとして、
「①高齢者向けの老眼鏡②震災
ぎえんきん
後、義捐金が届いたのが遅かったが、2週間後に10
万円程度の一時金があれば大変助かったはず ③避
難所の図面を含めて、緊急時の利用マニュアルを
作っておくとスムーズに対応できる」
などです。
そして、釘子さんは避難所を運営するにあたっ
てのスローガンを例えば
「一人は、
みんなのために、
皆は、
一人のために」
…と、
まさしく協同
組合の精神です。

の方が多く参加され︑２０１３年度の参加者

７月18日・19日

林与一：翻訳喜劇初演

36名参加

は︑のべ４１４名になりました︒また︑第６

※客演

第５回・７月26日〜29日

回は組合員理事も参加して︑こども広場を盛

原作 ジュリオ・スカルニッチ
レンゾ・タラブージ

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

︵第6回の様子は1ページ︶

を訴えます︒一方マリアは内

劇団NLT公演

岩手ボランティアバス報告

NO.39

り上げました︒

縁故かレオニーダに遠慮しが

〜残りの人生もあなたと〜」

２ 回 目 の 参 加 で す︒今 回
は雨のため農作業は少なめ
かみおさべ
でしたが︑
陸前高田市上長部
地 区 の﹁お が さ ん の 会﹂の お
母さん方と交流ができたこ
と︑気 仙 沼 の 様 子 を 見 れ た

さて今回︑林与一を迎えて

ち︒そこにつけ込んだ隣人ア

2013年度 第５回・第６回

こと︑どれも良い経験になり
ました︒
体験された震災のお話を
お 聞 き し ま し た︒ま た︑震 災
から ２年経って﹁来てくれた
人たちと交流しよう﹂と昼食
作りを考えられたそうで︑お
がさんたちに作っていただ
いた昼食はとてもおいしか
ったし︑時間がたって少し元
気になられたのだと感じら
れて嬉しかったです︒
︵交野市・佐竹さん︶

のイタリアナポリが舞台の喜
ＬＴ と は ︵ 新 ︶
Neo
Litterature
劇﹁ 宴 会 泥 棒 ﹂
︒ パーティ ー

ントニオのちょっかいにレオ

今回の公演は劇団ＮＬＴ︒
Ｎ

会場から話が始まるのかと思

ニーダは気が気ではありませ

︵文学︶ Theatre
︵座︶のラテン
語の頭文字で︑１９６４年文

いきや︑貧しいアパートの一

ん︒夫婦の再出発と富裕層へ

学座を出た賀原夏子︑丹阿弥

室で内職に精出す内縁の妻マ

の報復︒これでもかという程

谷津子︑中村伸朗︑南美江ら

リア︵峰さを理︶
と娘ジュリエ

人物を登場させ規則正しく動

が三島由紀夫︑獅子文六を顧

ッタの会話で幕が開きます︒

かすＮＬＴの手腕に舌を巻く

問に迎え︑グループＮＬＴと

パパガット家の当主レオニー

して発足しました︒その後１

一夜でした︒

人あるいは︑招待されてもい

ダ︵林与一︶
の職業は︑自称詩

９６８年に賀原夏子を中心に

主にヴールヴァール劇︵フラ

第77回例会

「宴会泥棒

1ページの続き

パル・よどがわ・なら
組合員さんの

次週（9月23日から）配布の10月2回「食べてSmileオ
リジナル」
で
『東日本復興応援企画』
を掲載します。
東日本の商品のご利用で、
復興応援をお願いします。

次回は
回！
10月2
写真は
イメージです

● 小山わんこそば つゆ付
260g
（めん200g、
つゆ30g×2）368円
（小山製麺）
●岩手南部せんべい詰合せ無選別９種18枚
420円
（岩手県産）

「ずっとボラの会」東北グッズ応援販売のお知らせ
ボランティアバスに参加した組合員さんたちで立
ち上げた有志の会では、
パルコープの店舗での
「東北
グッズ応援販売」を行なっています。次の販売は9月
22日（日）10時からパルコープ西くずは店店頭で予
定しています。
ぜひ、
お立ち寄りくださいね。
西くずは店の詳細はこちら↓
http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/sh̲
nishikuzuha.html

行き先は大槌町か、
陸前高田市です

【募集定員】20名（３生協で６０名）
今までに参加された方も、
申し込みを受け付けています。
定員を
超えた場合は抽選となります。
（初めての方が優先です）
【参加費】
お1人8,700円
（ボランティア保険・宿泊費、
食事代含む）
【行程】3泊４日
（車中２泊）
・大型観光バス2台
１日目 パルコープ本部
（京橋）
集合
（18時）
２日目 岩手10時頃着、ボランティア活動、被災地視察
３日目 ボランティア活動
４日目 パルコープ本部前到着
（9時頃予定）

＜車中泊＞
＜宿舎泊＞
＜車中泊＞

【参加条件】組合員さん、
及びその家族で安全上、
中学生以上の方。
＊ボランティアの内容と場所は、
現地での要請に基づきます。
＊持ち物などの詳細は別途、参加者にご案内。宿舎は男女別・相部屋。
＊天候不順などにより中止になる場合があります。
【申し込み・問い合わせ】
パルコープ組織部
☎０６−６２４２−０９０４ （月〜金 ９時〜18時）
「東北支援募金」
にご協力ありがとうございます
東北支援募金より協賛金100万円と、8月11日の祭りの模擬店売上金
10万6250円の合計を2013年8月に、陸前高田花火大会実行委員会に送
付しました。引き続き注文書での東北支援募金にご協力をお願いします。

※ ボランティア活動報告はホームページにも掲載しています。
http://www.yodogawa.coop/info/info/shinsai
※ ボランティアバスの募集案内はホームページにも掲載しています。
http://www.palcoop.or.jp/pal̲news/information/tour2.html
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