
12

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
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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。 （� ）月曜・土曜　9：00～17：00

火～金曜　9：00～18：00

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）

表記のない イベントの申し込み・問い合わせ先は

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７月24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「組合員活動カレンダー」もチェック！　http://www.palcoop.or.jp/au_tori/calender/

2017.6.26
138号

2017.6.26
138号

パルちゃん広場ぽっかぽか
※ 締 のないものは当日直接、会場へお越しください

親と子が「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　 持 おむつ、タオル、お茶など
￥ １家族１回100円　 主 パルちゃん広場ぽっかぽか

Ｍ �キツネうどん、ミックスサンド、
コーヒー・紅茶・アイスコーヒー
（各クッキー付）

￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時　７月18日（火）11：00～14：00
場所　寝屋川組合員会館１階
　　　（寝屋川市大利町20）

いきいき昼食会　季節の料理を　　
いただきましょう

日　　　時 場　　　所

枚方 ７月４日（火）10：00～12：00
８月１日（火）10：00～12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

寝屋川
７月13日（木）10：30～13：15
※８月は　　　　　　　　　　　
お休みします　　　　　　　

寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

阿倍野 ７月４日（火）10：00～12：00 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

城東 ７月10日（月）10：30～12：00
７月31日（月）10：30～12：00

城東組合員会館
（城東区成育１）

つるみ店 ７月５日（水）10：30～12：00 つるみ店２階　組合員集会室
（鶴見区横堤５）

星ヶ丘店 ７月21日（金）10：00～12：00 星ヶ丘店２階　組合員集会室
（枚方市星丘３）

守口 ７月27日（木）10：30～12：00 パル守口福祉センター２階
守口組合員集会室（守口市大枝東町14）

今津 ７月10日（月）10：30～12：00 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）

Ｍ �夏の香り寿司、ゴーヤととりささ
みのさっぱり和え、夏野菜のコン
ソメ寄せ、さわやか玉子どうふ、人
参のチーズサラダ、オクラにゅう
めん、デザート（おいものシャンテ）

締 ７月11日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

日時　７月13日（木）11：50～13：30
場所　仁和寺組合員集会室
　　　（寝屋川市仁和寺本町３）

仁和寺

以下3会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円

Ｍ �五目素麺ぶっかけ風（花椎茸、錦糸
卵、きゅうり、プチトマト）、ミニお
むすび（ゆかりご飯）、天麩羅（かぼ
ちゃと玉葱といんげんのかきあ
げ、海老）、ミニがんも（含煮）、デザ
ート（西瓜）

締 ７月３日（月）
主 いきいき昼食会城東

日時　７月６日（木）11：50～13：30
場所　城東組合員会館４階（城東区成育１）

城東

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」

Ｍ �豚肉のカリカリ揚げスイートチリ
ソース、煮物、吸物、デザート、
コーヒーか紅茶

締 ７月11日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野

日時　７月13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

昼食持参可能。希望者には軽食の用意ができます（１家族
200円・当日申し込み）。離乳食はご持参ください。

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。
　※�事前の申し込みは、いりません
　※昼食持参可

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

時間　10：00～15：00
場所　城東組合員会館３階
　　　（城東区成育１）

火曜日 ４日 11日 18日 25日
木曜日 ６日 13日 20日 27日

７月生まれのお誕生日会は
７月27日（木）です

７月  「すくすく」の開いている日

連続３回　手話学習・講習会
日時　７月13日（木）・20日（木）・
　　　27日（木）
　　　いずれも10：00～12：00
場所　パルコープ京橋事務所（本部）
　　　大会議室（都島区東野田１）
手話は、聴覚に障がいを
持つ人たちが、同じ、聴
覚に障がいのある人や、
周りの人との心のつなが
りを持つための、大切なコミュニケー
ションの手段のひとつです。
障がい者の日常を学んだうえで、知っ
ておくと便利な単語や、簡単な会話な
どの表し方を学びます。
講師：近藤良子さん、篭谷サツエさん
　　　（グループ「たつのこ」メンバー）
定 20名（応募多数の場合抽選）
保 有（１歳以上が対象）
締 ７月７日（金）
　　※保育の締切は７月７日（金）
主 �くらしネット「福祉」

基本は３回参加
できる方

（過去に習われた
方も可能）

　次回例会「キエフ・クラシック・バレ
エ」【夜の部】のチケットを販売します。
今回はお子様も観ていただけます。
　日時：７月７日（金）18：30開演
　会場：NHK大阪ホール
　お１人3,500円（小学生以上）
※�事前にコープシアター大阪事務局：電話
070－2283－7461に申し込みください　
（７月６日17：00まで）。チケットは当日
会場で引き換え。

理 事 会 監・ 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
５　月　度 累計（４月～５月）

実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％

供 給 高 4,502,976 99.1 96.7 9,290,582 99.2 98.9

供給剰余金 1,150,024 99.4 96.9 2,372,149 98.3 99.1

福祉剰余金 4,324 201.3 119.5 9,022 136.1 129.9

事業総剰余金 1,268,816 100.0 97.7 2,609,375 98.8 99.5

事 業 経 費 1,216,599 97.2 99.0 2,364,490 97.5 100.0

事業剰余金 52,216 311.3 74.9 244,885 113.2 94.7

経常剰余金 66,190 238.2 78.3 271,886 117.2 94.5

〈監事会報告〉
2017年度　第１回（６月６日）、第２回（６月13日）
①前回監事会以降の監査状況を報告確認しました。
②特定監事の選任、常勤監事の互選、報酬の協議に
ついて確認しました。

③代表理事のヒアリングを行いました。

おもに討議、確認した内容
〈第１回理事会〉
●2017年度理事会の三役体制について
〈第２回理事会〉
●2017年度５月度事業報告について
●2017年通常総代会の結果について
●2018年総代選挙管理委員の選任について
●この間の商品不具合および商品検査報告

自由曲、希望曲ピアノを弾こう。
￥ 100円　 定 ５名
持 教材自由、無い方は用意します
締 ７月10日（月）

講座一日体験教室「大人のピアノ」
日時　８月２日（水）13：00～15：00
場所　寝屋川組合員会館３階ホール
　　　（寝屋川市大利町20）

テーマ：�「世界情勢から見た日本」
講師：西谷文和氏（フリージャーナリスト）
◦生協商品と平和を考える
◦ヒバクシャ国際署名
定 100名
￥ �大人500円〈参加協力金〉
保 有（１歳以上が対象）
締 ７月５日（水）
　　※保育の締切は７月３日（月）
主 枚方合同地域活動委員会

ピースライブ in ひらかた
日時　７月６日（木）10：00～12：00
場所　枚方組合員会館４Ｆホール
　　　（枚方市大垣内町３） コープシアター大阪

からのお知らせ緊 急

もずくと豆腐の
試食あり

平和盆踊り
です

2017年度
第１回 ６月６日
第２回 ６月13日

（30分前に開場）


