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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９月25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/

2017.8.28
140号

2017.8.28
140号

“ホッと一息”できる場を提供してい
ます。
Ｍ �かきあげうどん、ハンバーグパン
（スパサラ、果物付）、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

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時　９月19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）

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

日　　　時 場　　　所

枚方 ９月５日（火）10：00～12：00
10月３日（火）10：00～12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

寝屋川

９月８日（金）10：30～13：15 寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

阿倍野 ９月14日（木）10：00～12：00 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

城東 ９月11日（月）10：30～12：00
９月25日（月）10：30～12：00

城東組合員会館
（城東区成育１）

つるみ店 ９月27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 ９月15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 ９月14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 ９月11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）

みんなで楽しいランチタイム♪
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。

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

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 ５日 12日 19日 26日
木曜日 ７日 14日 21日 28日

９月生まれのお誕生日会は
９月28日（木）です

９月  「すくすく」の開いている日

いきいき昼食会　季節の料理を　　
いただきましょう

Ｍ �しそ入りつくねステーキ、野菜ゴ
ロゴロ豆腐チャンプル、えびチリ
ソース、茄子と南瓜のクリーム
煮、デザート（すいか）

締 ９月12日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

日時　９月14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 �ちらし寿し（海老、錦糸卵、その
他）、吸物（じゅんさい、生麩）、
冷しゃぶサラダ、季節の果物（フ
ルーツ）、寒天寄せ

締 ９月12日（火）
主 いきいき昼食会城東

日時　９月15日（金）11：50～13：30
場所　城東組合員会館４階（城東区成育１）

城東

Ｍ �魚料理、黒豆ごはん、揚げだし豆
腐、みそ汁、デザート、コーヒー
か紅茶

締 ９月12日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野

日時　９月14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

「くらしのたすけあいの会」では、お
互いさまの気持ちを大切にして、高齢
者を対象に食事作り、買い物、掃除な
ど家事援助の支援活動を行っていま
す。また、子育て家庭の援助活動も取
りくみ、活動の輪を広げています。ど
なたでも参加できます。
内容：「笑いヨガ」
講師：はやし�さえさん

　　　大阪・京都を拠点に年間のべ1000人以上の方と笑って健康促進を行う
持 �飲み物
　　動きやすい服装でご参加ください
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

くらしのたすけあいの会 全体学習会
～笑って夏の疲れをふきとばそう～
日時　９月25日（月）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）

ソーラーＬＥＤキーホルダーやペット
ボトルエコライトをかわいくデコレー
ションしてみましょう。日本グル―デ
コ協会認定講師がアドバイスします。
メールでお申し込みください。
p07056598147@palcoop.biz.ezweb.ne.jp
①お名前　②参加人数をお知らせください
￥ �材料費実費（キーホルダー400円、
エコライト700円）

締 ９月29日（金）
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。

アースちゃんカフェ
～みんなでデコってみよう～
日時　10月７日（土）10：30～12：00
場所　パルコープ京橋事務所（本部）
　　　中会議室（都島区東野田１）

人生設計には、愛とお金が必要です。
ライフイベントの時期と、必要な資金
を把握することで、将来の可能性が大
きく違ってきます。午前はキャッシュ
フロー表の作り方。午後はかしこい教
育資金の貯め方を学びます。
※�参加申し込みはⒶ一部のみⒷ二部のみ
Ⓒ一部二部両方のいずれかを選択。
◆一部　10：00～12：00
　夢をかなえるわが家の未来予想図
◆二部　12：45～14：30
　教育資金編
持 �筆記用具、電卓、午前午後とも参
加の方は昼食

￥ テキスト代200円
　　（一部二部どちらかだけでも）
定 10名（応募多数の場合抽選）
※結果はハガキにて連絡（９月15日頃に）
保 �あり（１歳以上が対象・有料。
　　　　　午前500円、午後500円）
締 ９月11日（月）
主 グループ「LPAの会」

ライフプラン講座（教育資金）
夢をかなえるわが家の未来予想図／
教育資金編
日時　９月19日（火）10：00～14：30
場所　パルコープ京橋事務所（本部）
　　　中会議室（都島区東野田１）

「パル子ちゃん」
ぬりえコーナーのご案内
　ホームページからダウンロードする
と、おうちでパル子ちゃんぬりえを楽
しんでいただけます。お子さんや、お
孫さんに楽しんでいただけるツールと
してぜひご活用ください♪
　ただ今受付中のぬりえテーマは“夏
祭り”。こちらに色を塗ってご応募い
ただくと、もれなくポイントプレゼン
ト！
応募期間 　 2017年９月15日（金）　　　　

消印まで有効
応募特典 　 もれなく150ポイントプレゼント
対象年齢 　小学生以下のお子様
　　　　　�（お一人のお子様につき１点まで）
応募方法 　�下記よりぬりえをダウンロード

し、Ａ４用紙原寸（100％）で
出力のうえご利用ください。

≪ぬりえの詳細・ダウンロード・応募のあて先はこちら≫
http://www.palcoop.or.jp/kosodate/
pal_color.html

カメラで読み込む場合はこちら→

現在受付中のぬりえはこちら

ホームページ
からのお知らせ

【予告】次のテーマは“ハロウィン”の
　　　　予定です。お楽しみに！


