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10月度の委員会の主なとりくみ（９/21～10/20）
とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

親にとって、子どもの成

長は嬉しいものですね。で

ご協力ありがとうございます
33,556筆（11月７日現在）

も、「 ど う 対 応 し た ら い い

郵送の場合：〒534-0024
大阪市都島区
東野田町1-5-26
おおさかパルコープ
機関紙ぱるタイム係
メールの場合：paltime@palcoop.or.jp

までお送りください。

たべる＊たいせつキッズクラブ
毎日のくらしの中で「食べる」こ
とをたいせつにしよう！そんな思い
を子どもたちに伝えることを目的に
した食育サポートのクラブです。
＊２冊セットのテキストブックを年４
回お届け（５歳以上が対象）
。年会
費制。子どものため
のチャレンジクッキ
ング・工場見学など
も開催

「ママCAFE」in 今津
子育て世代のママ、子どもさん
連れのママ、プレママたちが気軽
におしゃ べりをしてお茶できる
CAFE。組合員さんも組合員さん
でなくても参加できます。

12月からNEWオープン！

※商品のリクエストコーナーではありません
HPの専用フォームからの応募

のかな？」と不安になるこ

7

ランチの
時間♪

とも。少しでも心配が減っ

←「ヒバクシャ国際署名」はパルコープホームページの専用フォームからもできます。

ぽっかぽか
今津

てハッピーになるような子

※応募いただいた写真はお返しすることができません。
ご了承ください。

ご応募いいただきました内容は、順次ぱ
るタイムで紹介させていただきます。ご
紹介させていただいた方には図書カード
をプレゼント☆

＊毎週火曜日と木曜日（祝日は除く）
10：00～15：00
城東組合員
会館３階で
開催

育てのヒントを学ぼうと、

をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

＊現在月に１～２回、主に午前中に４つ
の組合員会館・２つの組合員集会室・
２つの店舗集会室の８カ所で開催

みんなでそだち愛
泣いたり笑ったりと毎回にぎやか！
広場スタッフや先輩ママが、新米ママ
の相談やちょっとした不安に寄り添い
子育てのヒントを持ち帰ることも。ス
タッフ、ママ、子どもたち、みんなで
日々成長し合うすくすくです。

大阪信愛女学院短期大学准

①住所
②お名前
③組合員コード

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）

ゆっくりほっこりしたひとときを
親と子がともに「ホッ！」とでき
る子育て広場です。いろいろな世代
のスタッフとおしゃべりしたり、ゆ
っくりと過ごしてもらえるよう工夫
しています。

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

しばせい き

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

パルちゃん広場「ぽっかぽか」

教授で子育て相談室のばら

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード

子育てサポートステーション

相談員の、芝誠貴さんを迎

◦食べた感想、
使った感想
◦わが家での使い方
（アレンジレシピ

も大歓迎）
◦おすすめポイント

など

（例）

えてご自身の経験も交えな

写真もご一緒に

々をこねて動かない。困っ

募 集！!

「これよく買うよ♪」
「これ便利♪」そんなみなさんの
生協のお気に入り商品をぜひ教えてください！！
ご応募お待ちしております☆

がらお話いただきました。

※とりくみのお知らせは該当地域の共同購入・個配の組合員さんにお届けしています。

たものですが、そんな時は

co-op商品を使って楽しくクッキングし
ましょう
10月５日 榎本パル委員会（大阪市）

今 回 の 話 題 は「 心 の 成

メイショク
10月20日 天王寺地域活動委員会
（大阪市）

〝行動を受け入れるのでは

物流センター・商品検査室
10月５日 中央地域活動委員会（大阪市）

長 」。 生 ま れ て か ら 幼 児 期

美吉野農園見学
10月19日 守口東部合同パル委員会
（守口市）

北坂養鶏場見学
10月５日 山之内パル委員会（大阪市）

な く、 気 持 ち を 受 け 入 れ

巽製粉見学
10月18日 港地域活動委員会（大阪市）

クラブコスメチックス
10月５日 萱島パル委員会（寝屋川市）

子育てを
応援します！

る 〟。 買 い た い 気 持 ち を い

おしゃべり喫茶
（おうちでできるハローウィーン）
10月17日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）

出前講座（学校給食）
10月４日 寝屋川北全パル委員会
（寝屋川市）

までの心が形成される過程

ナリス化粧品見学
10月３日 上野口パル委員会（門真市）

を段階に分けて、望ましい

美吉野農園見学
10月16日 寝屋川中央全パル委員会
（寝屋川市）

ったん受け入れて、時には

秋のおすすめ商品試食会
９月30日 福島地域活動委員会（大阪市）

成長の重ね方を参加者全員

ちきりや（丸久小山園）見学
10月16日 福島地域活動委員会（大阪市）

お母さんも一緒になってあ

第４回おしゃべりしましょ
９月29日 大正地域活動委員会（大阪市）

で考えてみました。４つの

川口水産見学
９月26日 東都島店舗パル委員会
（大阪市）

川口水産見学
10月16日 すみれパル委員会（大阪市）

れこれと選ぶことを楽しん

コーライ食品（堺共同漬物）
９月26日 平野地域活動委員会（大阪市）

夕食サポート・介護食試食会
９月29日 都島北地域活動委員会
（大阪市）

段階で土台になるのは〝情

紀ノ川農協
９月26日 枚方中央・やまだ・枚方香里
地域活動委員会（枚方市）

人と防災未来センター見学＆フルーツ
フラワーパーク
10月15日 鶴見南地域活動委員会
（大阪市）

川口水産見学
９月29日 サダ東パル委員会（枚方市）

ではどうでしょう。なんだ

長吉東・瓜破東パル委員会
（大阪市）

梅酢を使った料理の試食会
10月13日 天の川地域活動委員会
（枚方市）

緒の安定〟であり、子ども

小川珈琲
９月26日

秋のおすすめ商品試食会
９月28日 寝屋川西地域活動委員会
（寝屋川市）

か食べていないのに満腹

手頃で食べたくなる弁当は？
９月25日 ながお・すぎ・宗谷地域活動
委員会（枚方市）

商品試食会
10月13日 枚方公園地域活動委員会
（枚方市）

の気持ちが満たされている

おしゃべり喫茶
９月22日 浪速西・東パル委員会
（大阪市）

秋のおすすめ
（パル委員・地域活動委員の交流と試食）
９月28日 大東中地域活動委員会
（大東市）

子育て・くらしネット
グループ活動の
コーナー

～子どもの成長段階を知り子育てを楽しもう～」

感。心が満たされて、今日

秋のおすすめ試食会
９月22日 都島南地域活動委員会
（大阪市）

キユーピー見学
10月13日 菅原東パル委員会（枚方市）

は買わなくてもまた今度と

枚方公園店見学
９月22日 パーク北パル委員会（枚方市）

雪印メグミルク
９月28日 守口西部・守口中南部
地域活動委員会（守口市）

芝さん

10月30日

ことが大切だということで

ファッション学習会
９月21日 田口山パル委員会（枚方市）

滋賀県平和祈念館
10月12日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）

なるかもしれません」と芝

粉浜店見学＆秋のおすすめ試食会
９月21日 住之江地域活動委員会
（大阪市）

奥本製粉見学
10月12日 榎並パル委員会（大阪市）

秋のおすすめ商品試食会
９月27日 守口西部地域活動委員会
（守口市）

さん。

川口水産見学
９月21日 くずは地域活動委員会
（枚方市）

川口水産見学
10月11日 つだ全パル委員会（枚方市）

した。

835

計

南国の楽園「タヒチ」のダンスを楽しく
踊りましょう 第２弾！！
９月26日 横堤パル委員会（大阪市）

子どもとの関わり方につ

46

合

※上 記以外に大阪市まちづくり連絡会が「ゴ
ミ減量フェスティバル in OSAKATOWN」
（10月14日）に参加しました。

ハグルマ見学
10月11日 やまだ地域活動委員会
（枚方市）

いては、よくあるシチュエ

158

子どもは親密な関係であ

9

ーションも出しながら解

その他のとりくみ

る親に受け入れられたいと

167

説。「 た と え ば ス ー パ ー の

8

思っているので、お母さん

試食会

お菓子

117

の『そうなんやね』の言葉

6

だけでも子どもの気持ちを

内部学習会

売り場

18

でどう

1

満たす、とも聞き、できる

平和のとりくみ

アズマ工業
10月11日 放出パル委員会（大阪市）

秋のおすすめを食す！
９月26日 四條畷東地域活動委員会
（四條畷市）

しても

144

ところから始めようと思え

7

「Happy育児のヒント

買いた

取引先を講師に学習会

物流センター・商品検査室
９月26日 星ヶ丘全パル委員会（枚方市）

子育てサポートステーション 主催

た学習会になりました。

231

おかたづけ学習会（ぱるむ）
10月10日 枚方中央地域活動委員会
（枚方市）

いと駄

15

クラブコスメチックス見学
９月26日 まきの地域活動委員会
（枚方市）

参加77名
京橋事務所
（本部）（うち子ども26名）

開催日時・場所などは９ページに掲載しています

情報発信・啓発チーム

子育て世代の親と子どもたちのために、学習会
やふれあい遊び、ファミリーコンサートなどを開催しています。年１回
情報紙「パルde子育て」の発行をしています。
★ホームページでも詳しく紹介しています

＊ボランティアスタッフ募集＊
セミナーやイベントの企画・運営、機関紙作りなどを
一緒にしてくださるボランティアを募集しています。

http://www.palcoop.or.jp/au_tori/kosodatesupport/
6

