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どなたでもお気軽に参加できます

• 午前７時に暴風警報発令時、また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。

組合員活動サポートセンター
　⒣  0120－299－244 FAX  0120－299－230
　携帯・PHSからは  ☎ 06－4801－7648

（ ）月曜･土曜　9：00～17：00
火～金曜　9：00～18：00

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

対 ＝対象
￥ ＝費用
定 ＝定員
集 ＝集合
受 ＝受付
主 ＝主催
締 ＝申し込み締め切り

持 ＝持ち物
申 ＝申し込み先
問 ＝問い合わせ
保 ＝保育
Ｍ ＝メニュー

（ 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）

次回ぱるタイム通常号発行は２月23日です。
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。

〈共通略記号〉

★ HP「地域おもしろ情報」もチェック！　http://www.palcoop.or.jp/blog/chiiki/

2015.1.26
109号

2015.1.26
109号

日時　２月10日（火）10：00～12：00
　　　３月３日（火）10：00～12：00
場所　枚方組合員会館　
　　　（枚方市大垣内町３）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか枚方

枚　方

日時　２月４日（水）10：00～12：00
場所　阿倍野組合員会館
　　　（阿倍野区阪南町６）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか阿倍野

阿倍野
日時　２月20日（金）10：30～13：30
場所　寝屋川組合員会館
　　　（寝屋川市秦町19）
※ 昼食持参可能。希望者には軽食の
用意ができます（有料・当日申し
込み）。離乳食はご持参ください。
主 パルちゃん広場ぽっかぽか寝屋川

寝屋川

日時　２月９日（月）10：30～12：00
　　　２月23日（月）10：30～12：00
場所　城東組合員会館
　　　（城東区成育１）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか城東

城　東

親と子が、ともに「ホッ！」とできる
広場をめざします。楽しいおもちゃ・
絵本を用意して、みなさんの参加を待
っています。途中からの参加・途中退
室もOK。申し込みはいりません。
対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族１回100円
持 おむつ、タオル、お茶など

パルちゃん広場ぽっかぽか

日時　２月19日（木）10：30～12：00
場所　守口組合員集会室　
　　　（守口市大枝東町14）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか守口

守　口

対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族100円
主 子育てサポートステーション

親子で１日ゆっくりすごせる「居場所」
です。時間内なら、いつ来てもいつ帰
ってもＯＫです。いろんなおもちゃが
みんなを待っています。

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

いきいき昼食会　季節の料理を　　いただきましょう

“ホッと一息”できる場を提供してい
ます。将棋コーナーもあります。
対  どなたでも自由にお立ち寄りください
Ｍ  きつねうどん、コロッケパン、　　
ぜんざい、コーヒー・紅茶（各ク
ッキー付）

￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

枚方市全体のテーマ
「楽しく食育！咲かそう笑顔」
パルコープからは“いただきます・ご
ちそうさま～たくさんの命と想いにあ
りがとう～”をテーマに出展。パネル
展示や体験があります。自然と人のつ
ながりを紹介するジオラマは必見！
問 枚方市健康総務課
　　☎072－841－1221
主  枚方市、枚方市食育推進ネットワ
ーク会議、枚方市教育委員会

　　（枚方合同地域活動委員会として出展）

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時　２月17日（火）11：00～14：00
場所　寝屋川組合員会館１階
　　　（寝屋川市秦町19）

第７回ひらかた食育カーニバル
日時　２月11日（水・祝）
　　　10：00～15：00
場所　ラポールひらかた
　　　（枚方市新町２）

日時　２月18日（水）10：30～12：00
場所　つるみ店２階　組合員集会室
　　　（鶴見区横堤５）
主 パルちゃん広場ぽっかぽかつるみ店

つるみ店

組合員会館、組合員集会室の地図はホームページでも見れます。　http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti.html

２月  「すくすく」の開いている日
火曜日 ３日 10日 17日 24日
木曜日 ５日 12日 19日 26日

２月生まれのお誕生日会は
２月26日（木）です

時間　10：00～15：00
 　※ 事前の申し込みは、いりません
　※昼食持参可
場所　城東組合員会館３階
　　　（城東区成育１）

対  65歳以上の方
￥ 500円
Ｍ  エビグラタン、温野菜、スープ、
デザート、コーヒーか紅茶

締 ２月10日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
※ボランティアさん募集中。

日時　２月12日（木）11：30～13：00
場所　阿倍野組合員会館
　　　（阿倍野区阪南町６）

あべの

日時　２月９日（月）10：30～12：00
　　　３月23日（月）10：30～12：00
場所　パル鶴見福祉センター２階
　　　今津組合員集会室（鶴見区今津北1）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか今津

今津（鶴見区）

ヨガが初めての方でも体験していただ
けます。お子様連れの方は11時からの
クラスにご参加ください。まずストレ
ッチで身体をほぐし、やさしいヨガの
ポーズをとっていきます。
持  バスタオルかヨガマット、水、
　　タオル
￥ 1,000円
定 ５名
締 ２月６日（金）

講座一日体験教室
「体が硬くても大丈夫！ストレッチヨガ」
日時　２月12日（木）
　　　①10：00～11：00
　　　②11：00～12：00（子連れ）
場所　阿倍野組合員会館
　　　（阿倍野区阪南町６）

市民共同発電所が稼働１周年を迎えま
す。お茶会や見学会、エコタワシやエ
コバッグ作り（無料）やミニバザーも
あります。時間内ならどなたでもいつ
でもご参加ください。
主 問 NPO法人
　　　　リアルにブルーアースおおさか
 ☎ 070－5659－8147（担当・武田）
※ パルコープが加入しているNPO法人です。

おめでとうアースちゃん　
（ながお協同発電しょ１周年イベント）
日時　２月22日（日）
　　　13：00～15：00
場所　ながお店組合員集会室
　　　（枚方市長尾元町２）

　視覚障がい者のためのコンサートで
す。一般参加も大歓迎。枚方出身の加
賀丈子さん・吹田出身の池上涼子さん
による津軽三味線と民謡です。
　コンサート終演後、視覚障がい者の方
およびガイドの方は交流会があります
（15時から城東組合員会館２階にて）。
￥ 800円（ガイド無料）
定 100名（ガイド含む）
締 ２月13日（金）
申 問 組合員活動部　
　　　　☎06－6242－0904
主 ボランティアチーム
※ ガイドヘルプが必要な方は、申し込
み時に受け付けます。

ボランティアチーム　
「津軽三味線ミニコンサート」
日時　３月７日（土）
　　　13：30～14：45
場所　城東組合員会館４階会議室
　　　（城東区成育１）

共同購入（班配・個配）の組合員さんへ

ポイントの使用期限に
ご注意ください

　パルコープでは組合員会館や組合員集会室で、パルコープの組
合員さんが講師となり、さまざまなカルチャー講座（パン講座、
英会話、体操など）を行なっています。

★コープカルチャー講座は
●組合員さんや同居のご家族であればどなたでも参加できます。
● 一回につき1000円以内で、講座により月に数回開催します。
　材料費やテキスト代など別途必要な講座もあります。
※ 詳しい講座内容と会場は次週配布の別チラシをご覧ください。
　申し込みは２月27日までにハガキで郵送を。
（※ 2015年度の講師募集は終了しています。）

2015年生徒募集！
コープカルチャー講座 申し込み方法や詳細は次週配布（２月２日

～６日）の別チラシで！

～身近で新しいことを習いましょう～ 参加しませんか？
2015年4月～2016年3月までの１年間です。パル枚方組合員会館は、4月から休館になります。パル寝屋川組合員会館は、10月に寝屋川市駅前に移転する予定です。
現金にて直接講座講師にお支払いただきます。ハガキでⒶ～Ⓔをご記入のうえ、各会場記載の宛先へお申し込みください。
Ⓐ会場名・講座番号と講師名　Ⓑ申込者氏名　Ⓒ住所　Ⓓ電話番号　Ⓔ組合員コード

※ハガキは１講座１枚でご記入ください。（１枚のハガキに複数記入不可）
パルコープの組合員とその同居のご家族　　　　　　　　　２月27日（金）必着

コープカルチャ 講座 15年4月 2016年3月までの１年間です

ココココー ャャャャャチャチャチャルチルルチャルルチャカルカプカプカププカプカププカルカルカルルカプカカル ャー 座座座講講座 
コープカルチャー講座 生徒募集！！生徒募集！！お問合せ　　　　　 組合員活動サポートセンターTEL　 0120-299-244（月・土９：00～17：00   火～金９：00～18：00）

FAX　 0120-299-230　　　　　 携帯・PHSからは06-4801-7648
※定員オーバーの講座は抽選になります。　応募が少ない場合は、開講しない場合があります。　講師から確認の連絡が3月上旬にあります。※受講料は１人１回１,０００円以内です。※お車でのご来場はご遠慮ください。

のの春春春
男性の方の応募もお待ちしています！

※応募ハガキで得た個人情報はコープカルチャー関連の連絡以外には使用いたしません。

期　　間　

申込方法　

応募資格　
締め切り

支払方法　

パルコープの施設で行なう講座です。参加しませんか？

パル城東組合員会館 講座おおさかパルコープ 城東組合員会館 〒536－0007 大阪市城東区成育1－8－4

申し込み先

パル枚方組合員会館 講座おおさかパルコープ 枚方組合員会館 〒573－0027 枚方市大垣内町3－3－1

申し込み先

組合員集会室講座おおさかパルコープ　組合員活動サポートセンター 
〒534－0024 大阪市都島区東野田町１－５－26

申し込み先

番号 講　座　名 講　師 費用（１カ月） 曜日（第何週目）･時間 備　　　考
１ フラダンス 大類かつ子 1,800円 月（２・３・４）14：00～16：00

「フラダンスの心は、平和をもたらせてくれます」この言葉を忘れずにと。
２ パッチワーク 隈元　清子 2,000円

（材料費別）
月（１・３）
13：30～15：30

お好きな布で、タペストリーバッグなど、おしゃべりしながら作りませんか。
３ 英会話初級 櫃本　一美 4,000円 月（１・２・３・４）10：00～12：00

テキストを使って日常英会話にトライ！４
誰でも簡単に
描けるパステルアート講座

簑原　裕子
1,000円

（初回のみ
材料費5,000円）

火（２）
10：30～12：00

指でかく優しい色のアートです。絵心がなくても大丈夫！楽しいですよ！５ 太極拳 小原　幸子 2,400円（テキスト代別）
火（１・２・３・４）13：30～15：30

いくつになってもできる太極拳をめざして楽しく一緒に練習しましょう。
６ わらべうた・
リズムあそび 土井　育子 1,000円 火（２・４）

10：00～12：00
わらべうたやリズムあそびを通して子供の成長を共に喜べる場を作りましょう。

７ 手編み 藤澤貴美子 2,000円 火（１：３）
10：00～12：00

いっしょに、初めての方も手編みを楽しみませんか。８ 木目込み人形 松下　純子 1,600円
（材料費別）

火（２・４）
14：00～16：00

可愛い童人形や雅な節句人形、雛人形などを伝統工芸の手法で創ります。９ 初級中国語 竺　　春 4,000円 火（１・２・３・４）13：00～15：00
標準語を楽しく、分かりやすく勉強しましょう！初心者大歓迎。

10
オーガニック
アロマの
使いこなし講座

澤田　礼子
1,000円　（材料費

1,000円程度）
水（３）
10：30～12：00

スキンケア、香りのクラフト、認知症予防と楽しくためになる香りの講座。11 リラックス気功 大垣　朝英 1,500円 水（２・４）
13：30～14：30

快眠と自然治癒力の向上をめざします。12
なんちゃって
NO１料理＆
ケーキ・パン

満田こずゑ 4,000円 水（１・２・３・４）10：00～12：00
健康で毎日が楽しくなる料理作りです。省エネ、時短、スピード、簡単な惣菜。

13 背骨コンディショニング 福原　美江 2,000円 水（１・２・３）10：00～12：00
背骨の歪みを本来の位置に戻し、肩こり・腰痛を改善しましょう。

14 癒しの香り絵 大賀　弓子
1,000円　（材料費別

500円程度）
水（３）
13：00～15：00

和紙に絵を描き色と香りにより心を和らげセラピー効果で脳を活性化。15 健美操 阪部　早苗 1,500円 水（１・３）
10：30～11：30

呼吸と共に免疫力を上げていく心と体に優しい体操です。初心者の方も大丈夫。
16 ビーズアクセサリー 中東　一江 2,000円

（材料費別）
水（２・４）
10：30～12：00

楽しくおしゃべりしながらキラキラアクセサリーをつくりませんか。
17 暮しの中のアロマテラピー 近藤　和美

1,000円　（材料費別
500円程度）

水（４）
10：00～12：00

アロマテラピーの基礎と暮らしに役立つ精油の使い方を学びます。18 にこにこリトミック 北村　一恵 2,000円 木（１・３）
10：00～12：00

音にあわせて動いたり、絵本・手遊びなど。お子さまとのにこにこ時間に。19
かぎ針で編む
アクセサリー＆小物 松原　るみ 1,000円

（材料費別）
木（４）
10：30～12：30

かぎ針の基礎～応用を使ってアクセサリー・小物を作りましょう。20 手作りパン 福山　純子
1,000円　（材料費別

500円程度）
木（２）
10：00～12：00

無添加の食べ物を家族の為に作り食育も考え一年間のメニューを作ります。21 フラワーアレンジ 谷野与志美 １回1,000円（材料費2,300円）
木（２・４）
10：30～12：00

生花やプリザーブドで季節のお花を楽しみましょう。月１又２回選択可！
22 舞踊 松尾　恵子 3,000円 金（１・２・３）10：20～12：20

日本舞踊を基礎に演歌に合わせて踊る新舞踊。民踊舞踊等、楽しく踊ってます。23 書道 山崎　陽子 3,500円 金（１・２・３・４）10：00～12：00
毛筆漢字・仮名・実用書・ペン字等、特に筆使いと正しい字形の基本を重視。

※太極拳/越智晴代／木（２・４）10：00～12：00／今回は募集しません。

※2015年度の講師募集は終了しています。2016度の講師募集は2015年11月頃（予定）

番号 講　座　名 講　師 費用（１カ月） 曜日（第何週目）･時間 備　　　考１ 太極拳 大國きみ子 2,000円 月（１・２・３）10：00～11：30
静かでゆったりとした動きは、心身をリラックスさせ癒やしてくれます。２ アロマテラピー 端野　香織

1,000円（材料費500円～
1,000円）

月（３）
10：00～11：30

手作りコスメ、ハーブの活用などアロマテラピーを楽しむ内容となっています。３ 医食同源
料理クラブ 白石　滿子 １回1,000円

材料費1,000円
月２回：月（２・４）月２回：木（１・３）10：30～12：30

食は人生を豊かにします。和・洋・中・手作りパン。組合せ自由です。４ ビーズ＆
デコスイーツ 小溝けい子

1,000円（材料費500円～
1,000円）

月（１）
14：00～16：00

ビーズクラフトにワンランクプラスしてオリジナルのアクセサリー作り。５ 太極拳 辰川　奏枝 2,000円 火（１・２・３）10：00～11：30
ゆったりとした動作と時間を過ごして、身体の内外から健康になりましょう。６ 操体健康 山本　初恵 2,500円 火（１・２・３・４）10：00～12：00
息・食・動・想は自己責任で楽しく仲良く明るくをモットー にP.P.Kで！！７ 初級英会話 平畑　裕子 3,000円

（コピー代別）
火（１・２・３・４）10：00～11：0011：00～12：00

簡単な表現を用いて、日常生活や海外旅行で使う英語を楽しく学びます。８
心と体の
元気アップ！
メイク講座

金海　智子 2,000円
（材料費別）

火（２・４）
10：00～12：00

年齢問わず身だしなみを整えて心を元気に！悩みに合わせてゆっくり学べます。９ 親子ふれあい
体操教室 真駈　美和 ４回3,500円

３回2,800円
火（１・２・３・４）13：00～14：00

ストレッチやリズム体操等、体を動かし、親子で心身共に成長しましょう。10 ストレッチ3B 波多　靖代 2,400円 火（１・２・４）14：30～16：00
美と健康を求めて何から始めますか？まずはストレッチ３Ｂにトライを！

11 背骨コンディショニング 佐田　朋子 2,000円 火（１・３）
14：00～15：15

歪んだ背骨は腰痛などあらゆる痛みを起こします。体操で背骨を整えましょう。
12 ボディメイクヨガ 奥村　智代 ３回2,500円

４回3,300円
水（１・２・３・４）10：15～11：30

肩コリ腰痛防止骨盤調整を中心に改善します。初めてでも大丈夫です。
13 ステンシル 藤原美佐子 1,000円

（材料費込）
水（３）
10：00～12：00

アクリル絵具200色で、オリジナル作品をつくります。型染で簡単にできます。14 自彊術体操 岡田智恵子 2,400円 水（１・２・３・４）13：30～15：00
誰にでも簡単にできる日本最初の健康体操。体の内から健康になりましょう。

15 くらしの書道 片桐真智子 2,400円（テキスト代別）
水（１・２・４）13：30～15：30

金封・宛名書から飾る書・写経・年賀状等々。巾広い内容で初心者歓迎。
16 楽しいピアノ 牧野　博子 月２回2,000円（テキスト代別）

木（１・２・３・４）10：00～12：00
全く初めての方も、少し経験のある方も、楽しくピアノを弾きましょう。

17 色彩検定３級対策講座 栩坂　悠里
2,000円　（テキスト代

年間4,000円）
木（１・３）
10：00～12：00

春から楽しく色の勉強を始めませんか？秋には資格取得も目指します！18 気功でダイエット 松井　朝子 2,000円 木（２・４）
10：20～11：30

やさしい動作で健康的にダイエット。もちろん長寿元気に役立ちます。
19

コロン音楽教室歌って笑って
健康に！

コロン・Ｉ 2,000円 木（２・４）
10：30～12：00

皆が知っている歌を大きな声で歌い、呼吸を使い健康を保っていきます。20 ファッション手編 妹尾　利恵 （13回）13,000円
（材料費別）

木（１・２・３）10：00～12：00
現代感覚な素材、デザインでオリジナル作品を作ります。自由教材です。21 ビーズアクセサリー 大神　知永 1,000円

（材料費別）
木（４）
13：30～15：30

初心者の方大歓迎！糸・針・カギ針で楽しくビーズを作りましょう。
22 詩吟・吟詠教室 栗橋美津子

2,500円　（テキスト代
300円）

木（１・２・３）13：30～15：30
日本文化を伝授時の流れにそって「構成吟詠」「歌謡吟詠」を楽しく練習、初心者可、穂水流。

23 ビーズアクセサリー 小塩　昭子 1,000円
（材料費別）

金（２）
10：00～12：00

初心者の方もOKです。針と糸などでアクセサリーを作ってみまでせんか。
24 手ごねパン講座 水上夕美子

１回1,000円
（材料費１回

1,000円）
金（１・３）
10：00～12：00

初心者でも失敗なく作れる手ごねパン講座です。各自お持ち帰り頂けます。25 粘土で作る純銀アクセサリー 石川　博美 2,000円
（材料費別）

金（１・３）
10：30～12：30

純銀粘土を使い作品を創る。造形時は粘土で、焼くと純銀に。資格取得可。26 プリザーブドフラワーアレンジ 山田　潤子
1,000円　（材料費別

2,500円～）
金（３）
10：30～12：30

パリスタイルを取り入れた季節のアレンジやブーケを楽しく作りましょう。
27 楽しい韓国語 尹　　智香

4,000円　（テキスト代
2,500円）

金（１・２・３・４）13：00～14：00
（初級Ⅱ）14：00～15：00
（初級Ⅰ）

文法を基礎から学びながら会話や文化、食文化などに触れて楽しいです。28 ハワイアンフラ 大栄　宏美 3,000円（テキスト代500円）
金（１・２・３）14：10～15：30

素敵な女性になれる要素が学べ、心身共に、癒される踊りです。

東都島店組合員集会室 都島区都島本通5番号 講　座　名 講　師 費用（１カ月） 曜日（第何週目）･時間 備　　　考
１ パッチワーク
キルト 内山　光江 2,000円（材料費別500円）

火（１・３）
10：00～12：00

色々な布で、カントリー小物やハワイアンキルトを作りましょう。

開講7月6日

ご自由に
おこしください

１ポイント１円から商品利用に振替
えてご使用いただけます。消滅ポイ
ントは請求明細書をご確認くださ
い。尚、「ポイントの出資金への振替」
は一昨年までで終了しております。

2014年度の消滅ポイントの使用期限
は３月３回注文書です。

組合員さんどうしで
教え教わり


