130号

どなたでもお気軽に参加できます

2016.10.24

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！

※ 締 のないものは当日直接、会場へお越しください

パルちゃん広場ぽっかぽか

日時
場所

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
主 パルちゃん広場ぽっかぽか
￥ １家族１回100円

枚方
寝屋川

時

場

￥ 500円

Ｍ 鴨そば、新米
（炊きたて）、香物、

所

枚方組合員会館（枚方市大垣内町３）

11月25日（金）10：30～13：15

寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

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。

11月８日（火）10：00～12：00

城東

11月14日（月）
・11月28日（月）
・
12月12日（月） 各10：30～12：00

対 ＝対象

持 ＝持ち物

定 ＝定員

問 ＝問い合わせ

￥ ＝費用
集 ＝集合

受 ＝受付
主 ＝主催

申 ＝申し込み先
保 ＝保育

日時
場所

11月２日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

11月18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

11月17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

11月14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 ＝メニュー

11月 「すくすく」の開いている日
火曜日 １日

８日

15日

22日

木曜日

10日

17日

24日

29日

11月生まれのお誕生日会は
11月24日
（木）
です
※３日はお休みです

￥ １家族100円

主 子育てサポートステーション

時間
場所

10：00～15：00
城東組合員会館３階
（城東区成育１）

締 ＝申し込み締め切り

（ 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）

表記のない イベントの申し込み ・問い合わせ先は

◦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。 組合員サービスセンター
0120－299－070 FAX 0120－299－230
◦本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。
携帯・PHSからは ☎ 072－856－7671（有料）
◦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
月曜・土曜 9：00～17：00
度を利用することができます。事前にご連絡ください。
火 ～ 金曜 9：00～18：00

（

次回ぱるタイム通常号発行は11月21日です。
11

出演：Mam's Wind Orchestra「clover」
演奏曲
アンパンマンのマーチ 赤ちゃんも客席で
ご一緒に！
赤鼻のトナカイ
大人だけでもOK
童謡メドレー
吹奏楽のためのエビカニクス 他
持 筆記用具
￥ １家族100円
定 70名（応募多数の場合抽選）
締 11月25日（金）
主 子育てサポートステーション

城東組合員会館
（城東区成育１）

つるみ店

対 就学前のお子さんと保護者

日時 12月５日（月）10：30～11：20
場所 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

講座一日体験教室
「ファッション手編」

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」

〈共通略記号〉

秋刀魚のやわらか煮レンコン添
え、里芋のゆず味噌添え、豆腐と
白玉のずんだ餅
三味線演奏
あります
締 11月８日（火）
主 いきいき昼食会城東

子どものための吹奏楽コンサート

阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）

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

城東
11月11日（金）11：50～13：30
城東組合員会館４階
（城東区成育１）

対 65歳以上の方

11月１日（火）10：00～12：00
12月６日（火）10：00～12：00

阿倍野

季節の料理を
いただきましょう

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。

）

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時
場所

11月15日（火）11：00～14：00
寝屋川組合員会館１階
（寝屋川市大利町20）

“ホッと一息”できる場を提供してい
ます。
Ｍ コロッケパン、肉うどん、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

ガイドヘルプ（手引き）
学習・講習会
日時

11月17日（木）・11月24日（木）
各10：00～12：00
※２回とも参加出来る方
（過去に受講された方も可能）
場所 パルコープ京橋事務所（本部）
（都島区東野田１）
ガイドヘルプは、視覚障がい者に付き
添って、 歩行介助 ・ 誘導する方法で
す。学習・講習会では、障がい者の日
常を学び、アイマスクを付け、歩行・
階段の昇降などを体験します。
※この講習会で、資格の取得はできません。
講師：社会福祉法人 日本ライトハウス
定 20名（応募多数の場合抽選）
保 有（１歳以上が対象）
締 11月４日（金）
主 くらしネット「福祉」

12月１日（木）10：00～12：00
城東組合員会館
（城東区成育１）

２時間で完成する簡単おしゃれな三角
ストール。プレゼントに、自分用に、
１枚編めればいろいろ応用できます。
持 10号かぎ針
※お持ちでない方は実費（486円）
でおわけします
￥ 1,100円（材料費込）
定 10名
締 11月25日（金）

コープカルチャー講座

くらしの見直し講演会 制度に進展
あり！NISA（ニーサ）
って何～さ？
～初心者・若者も必聴！マイナス金利に負けない
資産運用を検索しよう！～

日時
場所

11月23日（水）10：00～12：00
パルコープ京橋事務所（本部）
（都島区東野田１）

講師：須原光生氏
（ファイナンシャル・プランナー）
対 20歳以上の方
持 筆記用具
定 60名（応募多数の場合抽選）
保 あり（１歳以上が対象・有料。
一人につき200円）
締 11月９日（水）
主 グループ「LPAの会」
後援 日本コープ共済生活協同組合
連合会

くらしのたすけあいの会
全体学習会
日時
場所

11月21日（月）
10：00～12：00
パルコープ京橋事務所（本部）
３階会議室（都島区東野田１）

内容：えっ！？特殊詐欺被害
全国ワースト１
問 福祉事業部
0120－294－044
主 パルコープくらしのたすけあいの会

講師募集

2017年度
2017年４月～2018年３月

パルコープの組合員施設で講座を開講してみませんか？
申し込み方法
※講師は組合員さんで、１人１カ所とします
①希望会場 ②講座内容 ③住所 ④氏名 ⑤電話番号 ⑥組合員コードをはがき
にご記入の上、開講を希望する組合員会館または、組合員活動部まで郵送ください。
・締め切り 11月25日（金）必着
組合員さんどうしで
・応募者全員に申し込み用紙と講座規約を送付します
教え、教わり
・会場によっては日時や可能な講座の条件があります
・問い合わせは組合員サービスセンターまで（連絡先は11ページ下参照）
※生徒募集は2017年２月にお知らせします。

▲

日

いきいき昼食会

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

▼

130号

2016.10.24

◀開講施設と申し込み先▶
・枚方組合員会館
〒573-0027
・寝屋川組合員会館 〒572-0048
・阿倍野組合員会館 〒545-0021
・城東組合員会館
〒536-0007

枚方市大垣内町３－３－１
寝屋川市大利町20－21
大阪市阿倍野区阪南町６－２－17
大阪市城東区成育１－８－４

 星ヶ丘店組合員集会室、東都島店組合員集会室、今津組合員集会室、大東組合員集会室、
 守口組合員集会室、交野組合員集会室、玉出組合員集会室、
 福島組合員集会室、此花組合員集会室、門真組合員集会室
上記10集会室への申し込み先は、
【組合員活動部】へ 〒534-0024 大阪市都島区東野田町１－５－26
このはがきで得た個人情報は、コープカルチャー講座講師募集の連絡時以外には使用いたしません

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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