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134号

どなたでもお気軽に参加できます

2017.2.27

★ 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
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
日
枚方
寝屋川

時

３月７日（火）10：00～12：00
４月４日（火）10：00～12：00
３月３日（金）10：30～13：15

場

めんのすまし汁、野菜の含め煮、
白酒、ひなあられ
ヨーグルトの
締 ３月１日（水）
商品学習します
主 いきいき昼食会城東

所

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）
寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

３月９日（木）10：00～12：00

阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

城東

３月６日（月）10：30～12：00
３月13日（月）10：30～12：00

城東組合員会館
（城東区成育１）

３月29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
守口
今津

３月17日（金）10：00～12：00
３月30日（木）10：30～12：00
★春休み。おにいちゃん、
おねえちゃんもいっしょに来てね

３月13日（月）10：30～12：00

〈共通略記号〉
対 ＝対象

￥ ＝費用
定 ＝定員
集 ＝集合

受 ＝受付
主 ＝主催

持 ＝持ち物

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合わせ
保 ＝保育

Ｍ ＝メニュー

対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族100円

星ヶ丘店２階 組合員集会室
（枚方市星丘３）
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）
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 子育てサポートステーション

３月 「すくすく」の開いている日
火曜日

７日

14日

21日

28日

木曜日 ２日

９日

16日

23日

30日

３月生まれのお誕生日会は
３月30日
（木）
です

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
◦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。
次回ぱるタイム通常号発行は３月27日です。
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0120－299－070 FAX 0120－299－230
携帯・PHSからは ☎ 072－856－7671（有料）
月曜・土曜 9：00～17：00
火 ～ 金曜 9：00～18：00

（

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。

あべの
日時 ３月９日（木）11：30～13：00
場所 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）
Ｍ 大村寿司、おすまし、さんま缶の

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」
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
３月２日（木）11：50～13：30
城東組合員会館４階
（城東区成育１）

Ｍ 重ね寿司、牛肉の冷しゃぶ、そう

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。

★100回記念のイベントを予定

季節の料理を
いただきましょう

以下3会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円
日時
場所

阿倍野

つるみ店

いきいき昼食会

）

長芋がけ、デザート（いちご大福）、
コーヒーか紅茶
締 ３月７日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
仁和寺
日時 ３月９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）
Ｍ 桃いろご飯、豚モモ肉の梅風味ピ

カタ、豆腐の茶巾むし、キャベツ
とさつま揚げのみそ炒め、ホット
ケーキミックスバナナ、かきたま
ご汁
締 ３月７日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時
場所

３月21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 きつねうどん、かやくごはん、
コーヒー・紅茶
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

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

二本立て講座
Ⓐ「すっきり家計管理」
Ⓑ「保障の見直し」

講座一日体験教室
「健康体を創る体操」
日時
場所

３月27日（月）10：00～11：30
枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

日時
場所

全身ストレッチとタオル体操で体力増
進！すべて効果のある体操で軽い筋肉
をつけよう！
持 タオル、お茶
￥ 300円
定 ５名（応募多数の場合抽選）
※結果は電話にて連絡（３月24日頃）
締 ３月22日（水）
ホームページ
からのお知らせ

石井食品
「お子様おせち」ぬりえコンテスト
優秀作品を発表！
このお正月に石井食品の
「お子様おせち」をご注文
・お召し上がりくださった
子どもさんたちから、同封
のぬりえを送っていただきました。厳正な
る審査の結果、優秀作品に選ばれた10名の
作品をホームページで紹介しています。
http://www.palcoop.or.jp/pal_news/
2017/02/childosechi-06.html

３月28日（火）10：00～14：00
パルコープ京橋事務所（本部）
（都島区東野田１）

Ⓐ「すっきり家計管理」 10：00～11：45
「知らないうちにお金が貯まる【す

っきり家計管理】のやり方」をカン
タンな家計管理で、ストレスなく貯
めるこつを学びます。自然にお金が
貯まる「しくみづくり」から始めて
みませんか？
Ⓑ「保障の見直し」
12：30～14：00
「家計支出の大きな割合を占める

【保
険料】の負担を減らしたい方」や「い
ろんな保険があるがよくわからない
方」わが家にピッタリの保障（補償）
額はいくらかを見つけましょう。
※参加申し込みはⒶのみⒷのみⒶⒷ両方
のいずれかを選択。
持 筆
 記用具、

午前午後とも参加の方は昼食

￥ テキスト代200円

（Ⓑ「保障の見直し」参加者のみ）

選ばれた方には、配送担当者より「イシ
イの商品詰め合わせ」をお届けします！
今年で６回目を迎えるこの企画、来年も
お楽しみに♪

定 15名
（応募多数の場合抽選）

※結果はハガキにて連絡（３月22日までに）
締 ３月17日（金）
主 グループ「LPAの会」

おとうさんも一緒に！

親子で ワイルド ふれあいあそび
日時 ３月20日
（月・祝）10時30分～12時
会場 おおさかパルコープ京橋事務所
（本部）
講師 NPO法人ファザーリングジャパン関西

理事

松原 正裕さん

お兄ちゃん・お姉ちゃん・おじいちゃん・

おばあちゃん・みんなご一緒に!!
＜対象年齢＞２～４歳くらい
＜定員＞80名（申し込み多数の場合は抽選となります）

＜締め切り＞３月10日（金）18時まで

抽選結果は３月13日
（月）
頃ハガキにてご連絡致します

＜参加費＞１家族300円
＜持ち物＞お茶・フェイスタオル・動きやすい服装でお越しください
絵本・新聞・タオルを使ってちょっぴりワイルドに遊びましょう！
こどもの新しい発見や楽しみがみつかるかも!?
申し込み・問い合わせ先 組合員サービスセンター（９ページ下参照）
主催 子育てサポートステーション

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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