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事業概況
（単位：千円）

12　月　度 累計（４月～12月）
実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％

供 給 高 4,882,183 102.7 104.2 38,461,636 100.7 101.4

供給剰余金 1,232,530 102.7 103.9 9,668,605 100.2 101.2

福祉剰余金 2,821 81.0 73.2 31,208 106.2 110.3

事業総剰余金 1,336,612 102.4 103.8 10,608,288 100.1 101.3

事 業 経 費 1,096,260 101.9 103.3 9,882,100 99.1 101.1

事業剰余金 240,351 104.6 106.0 726,188 117.5 103.1

経常剰余金 256,610 107.4 108.1 810,213 121.7 106.2

〈監事会報告〉2013年度　第10回定例監事会（１月10日）
①前月の監事会以降の監査状況を報告、確認しました。 
②「監事監査規則の改定（第一次案）」を協議しました。 

③店舗事業の状況報告を管
かんしょう

掌理事、担当者から受けまし
た。今回の報告を受け、２月に店舗監査を実施します。 

おもに討議、確認した内容
●共同購入の供給高は計画比102.9％（前年比104.3
％）。１世帯当りの利用は計画比104.6％、利用人
数前年比101.4％でした。店舗の供給高は計画比
101.8％（前年比101.2％）。来店人数は前年比
98.7％でしたが、来店１回当り利用高は前年比
102.5％でした。

●ＰＢ阿蘇やまなみ牛乳の飼料切り替え、個配手
数料改定及び消費税増税対応、第２回総代懇談
会のすすめかた、他団体からの要請およびくら
しのとりくみ、被災地支援と今後のすすめかた
について、確認しました。
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平和 組合員活動の
コーナー

　毎日のくらしの中で「食べる」ことをたいせつにしよう！この「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を対象のおうち
でできる食育サポートプログラムです。

子どもたちを応援する
サポーターになりませんか！

メンバー募集！

＜サポーターさんへの説明会＞
５ページ下の組合員活動サポートセンターへご連絡ください。
〈締め切り〉４月25日（金）
※ 途中退会の返金はありません。
※ お預かりした個人情報は「たべる＊たいせつキッズクラブ」の運営
や関連企画などの案内にのみ使用します。

募集

◆ キッズメンバーからの「おたよりカード」にお返事
を書いて、子どもたちのやる気をサポート！

◆ 産地見学や講習会の企画・運営など

５月13日(火)10：00～12：00 
パルコープ本部（京橋）

2014年度

くらしくらしくらし

うち
みんなでたべものを
見に行ったり、
作ったり、

楽しい体験企画も
ありますよ!!

２冊セットのテキストブックを
春夏秋冬の年４回お届します。

おたよりカードを
送ってね。
お返事が届きます。

「キッズクラブ」と「サポーター」の申し込み・問い合わせ先

※教材写真はイメージ

おおむね５歳から小学生の
お子さん参加対象

2,000円 ※ 兄弟姉妹で申し込
む場合は、２人目
から1500円

年会費

２月11日　城東組合員会館キッズキッチン
自分で作ったら「おいしかった!」
　キッズクラブのオプション体験企画“親子で食育を考える
イベント”として開催された「キッズキッチン」。最初に旬
の野菜のお勉強。次はお楽しみの料理作り。料理作りが初め
ての子どもさんやお父さん、いつもお母さんのお手伝いをし
ている子どもたちも仲良く、みんなで一緒に“野菜たっぷり
の４種類の料理”を作りました。
「さつまいもは切るのが少しかたか
った」「にんじん苦手だけど、クリ
ーム煮は自分で作ったらおいしかっ
た」「もちもちパンケーキに顔描い
たりして楽しかった」「また家でも
作りたい」と好評でした。

　キッズブックでは、りんごでう
さぎを作っ

て写真をとって送ったりとかし
ました。いろ

んなことが知れて良かったです。

 （みさきちゃん・小学3年生）

主催：子育てサポート
　　　ステーション

被災者に寄り添い、
絆をつなげる支援活動を

NO.49

　被災地では「復興住宅の建設」が目に見える状態によ
うやくなったというのが現実です。残念ながら、明らかに
神戸の街の復興スピードとは異なります。
　元々働く場（産業振興）や人口の減少が、都市と農漁村
の不均等発展の中で進んでいた東北の復興はこれから
が正念場です。また同時に、新たな住居に移る方と仮設
住宅に留まらざるをえない方との間で、言葉に出せない
微妙な気持ちの行き違いも出てきています。
　そのような中、今年のボランティアバスでは、これまで
の「震災を風化させない」にあわせ、地元のいわて生協
の活動（仮設住宅でのサロン活動や復興祭りなど）に合
流させていただく機会を増やす計画です。
　被災から４年目に入るこれからは“ボランティア”の内
容は大きく変わります。私たちが被災地を応援しながら
学ぶ場になってきたと思います。
（岩手県遠野市に常駐する　　　　　　　　　
パルコープボランティア事務局・林さんより）

1ページの続き

【行程】3泊4日（車中２泊）・大型観光バスで行きます
１日目　パルコープ本部（京橋）集合（18時） 　　　＜車中泊＞
２日目　岩手10時頃着、ボランティア活動、被災地視察
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜宿舎泊＞
３日目　ボランティア活動　　　　　　　　　　　 ＜車中泊＞
４日目　パルコープ本部前到着（9時頃予定）

【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。

【募集定員】各回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12,700円（ボランティア保険含む）
※今回よりバス代など諸経費の費用増加にともない、参加費を変更させ
ていただきます。

2014年度  第1回・第2回「岩手ボランティアバス」
よどがわ生協・ならコープ合同企画

【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）

参加者募集
お1人でも
ご家族でも

企画回
第1回目
第2回目

3月28日（金）
4月25日（金）～4月28日（月）
5月 2 日（金）～5月 5 日（月・祝）

実施日 申込締切

※年間の「岩手ボランティアバス募集」と「東北支援募金」につきまして、詳しくは今週（3月10日～）配布の別チラシをご覧ください。

パルコープの店舗で東北
応援グッズ販売を行なって
います。次回予定は4月5日
（土）10時～15時にながお
店です。ぜひ、お立ち寄りく
ださいね。
ながお店の詳細は
こちらをご覧ください。

ずっとボラの会（ボランティアバス参加者の有志の会）活動だより

※このツアーは一般の観光ツアーとは違い、組
合員さんに生産者や商品についてより知っ
ていただくためのツアーで、パルコープが一
部費用を負担します。ご親族でも組合員さん
でない方の参加はご遠慮くださるようお願
いします（同居家族は組合員です）。なお、安
全上、ご参加は3歳以上で。
※申し込みは1枚のはがきに1コースずつでお
願いします。グループの場合1枚のはがきに
お書きください（組合員さんごとに組合員コ
ードを記入）。

※申し込み多数の場合は抽選し結果ははがき
でお知らせします。（初めての方が優先です）
※要項は後日参加者に郵送します。
※視覚・聴覚に障がいをお持ちの方でガイド・
手話ボランティア制度を利用される方はお
知らせください（日帰りツアーのみ）。

※応募で得た個人情報はツアーの連絡、産地
交流に係る企画案内以外には使用しません。

田植えツアー
　田植え（JAグリーン近江コース）　定員：40名
　＜滋賀県蒲生郡＞
　「無洗米  環境こだわり米  滋賀秋の詩」のふるさと
　5月11日（日）　日帰り

　田植え（JAいなばコース）　定員：30名
　＜富山県小矢部市＞「富山コシヒカリ」のふるさと
　5月17日（土）～18日（日） 1泊2日

A

B

どちらのコースも
バスで行きます
※集合はパルコープ
　本部（京橋）
　■A 9：00  ■B 8：00

参加費
おとな（中学生以上）　3,000円　
こども（3歳以上）　  1,500円

参加費
おとな（中学生以上）10,000円　
こども（3歳以上）　    6,000円

親子産地
ツアー

参加者募集

  申し込み郵送先・問い合わせ先 
〒534-0024  大阪市都島区東野田町1丁目5-26
　　　　　　生活協同組合おおさかパルコープ
☎06-6242-0904  組合員活動事務局  中村まで
■パルコープホームページにも掲載しています。
　http://www.palcoop.or.jp/pal_news/information/tour1.html（パソコン専用）

  申し込み方法 
はがきに、①～⑤を記入し、郵送ください。
①ツアーのコース名②参加者すべての名
前（ふりがな）と年齢（学年）③組合員コー
ド④住所⑤電話番号
■締め切り　4月11日（金）消印有効

　震災から4年目に入りますが、
被災地ではまだボランティアが
必要とされています。今年度は
農作業などの他、いわて生協さ
んの仮設住宅でのふれあいサロ
ンに合流することも予定してい
ます。被災地に寄り添い「風化さ
せない」活動に参加しませんか？

2013年度第2回（5/3～6）
では、「菜の花畑」の雑草引き

http://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/sh_nagao.html

今年も
被災地へ

（相部屋になる
 こともあります）

９５号で募集の「とうもろこし親子農作業連続体験」で集合場所と時間が抜けておりました。
場所はパルコープ京橋本部、集合は９：３０、帰着は１７：００予定です。内容により時間は変更になる場合があります。

【お詫びとお知らせ】
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