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※ 締 のないものは当日直接、会場へ
お越しください

どなたでもお気軽に参加できます

150号

2018.6.25

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！

いきいき昼食会

パルちゃん広場ぽっかぽか

以下3会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円

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
枚方

時

場

Ｍ 五目そうめん、冷し

所

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

７月５日（木）10：30～13：15

寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

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。

阿倍野

７月９日（月）10：00～12：00

城東

７月９日（月）10：30～12：00
７月30日（月）10：30～12：00

つるみ店

７月18日（水）10：30～12：00

星ヶ丘店

７月６日（金）10：00～12：00
８月３日（金）10：00～12：00

守口

７月26日（木）10：30～12：00

今津

城東
日時 ７月３日（火）11：50～13：30
場所 城東組合員会館（城東区成育１）

７月17日（火）10：00～12：00

寝屋川

７月９日（月）10：30～12：00

阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）
城東組合員会館（城東区成育１）
つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）
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）

ママCAFE

（それぞれ月１回開催予定）

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です。組合員さんも組合員さんでなくてもOKです。
食べ物は持ち込み自由です。 ￥ １家族１回100円
７月27日（金）11：00～14：00
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）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか今津

福島

今津

日時
場所

日時
場所

７月４日（水）10：30～12：30
福島組合員集会室
（福島区福島7）
主 子育てサポートステーション

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」
〈共通略記号〉
対

＝対象

持

＝持ち物

￥

＝費用

申

＝申し込み先

定

＝定員

問

＝問い合わせ

集

＝集合

保

＝保育

受

＝受付

Ｍ

＝メニュー

主

＝主催

締

＝申し込み締め切り

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

（ 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）

◦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。
次回ぱるタイム通常号発行は７月23日です。
11

７月 「すくすく」の開いている日
火曜日

３日

10日

17日

24日

木曜日

５日

12日

19日

26日

31日

７月生まれのお誕生日会は
７月26日
（木）
です

時間 10：00～15：00
場所 城東組合員会館３階（城東区成育１）

表記のない イベントの申し込み ・問い合わせ先は

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）
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。

季節の料理を
いただきましょう

）

ゃぶ、ミニおにぎ
り、果物
締 ６月29日（金）
日時
場所

お楽しみ企画
盆踊りします

あべの
７月12日（木）11：30～13：00
阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

Ｍ ご ちそうそうめん、ナスの煮びた

し、春巻、デザート、コーヒーか紅茶

締 ７月10日（火）

日時
場所

仁和寺
７月12日（木）11：50～13：30
仁和寺組合員集会室
（寝屋川市仁和寺本町３）

Ｍ 豚しゃぶとタマネギのとろろサラ

ダ、えびとカニカマのマリネ、キ
ャベツと厚揚げのごま和え、かぼ
ちゃ のカレースープ、 デザート
（コーヒーゼリー）
締 ７月10日（火）

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時
場所

講座一日体験教室
「大人のピアノ」

ピースイベント in ひらかた
～わくわく憲法～

お と な

日時
場所

８月１日（水）13：00～15：00
寝屋川組合員会館３階
（寝屋川市大利町20）

CASA「地球環境市民講座」
８月２日（木）13：30～16：30

◆大和ハウス工業奈良工場
住まいまるごと体験館 見学
集 天王寺公園バス専用駐車場
（12：15集合）
￥ 500円
定 45名
締 ７月13日（金）
主 申 NPO法人地球環境市民会議
（CASA）
 ☎ 06－6910－6301（10：00～17：00）
申し込み時「パルコープ組合員」とお申し出ください

日時
場所

ピアノの体験教室。初級の方優先に独
奏、連弾、楽典なども基礎から、右手
のみ左手のみ、希望曲、自由曲も習え
ます。 楽譜は一曲以上お持ちくださ
い。当日弾ける様に。
￥ 100円
対 大人
定 ５名
持 楽譜
締 ７月６日（金）

７月23日（月）10：00～12：00
ラポールひらかた大研修室
（枚方市新町２）

憲法ビンゴで遊びながら、憲法が私たち
のくらしや子どもたちの未来とどうつ
ながっているのかを楽しんで学びます。
定 100名
保 有（１歳以上が対象）
締 ７月６日（金）
主 枚方合同地域活動委員会

中本農園へ訪問し、お見舞金をお渡ししました
小松菜を栽培する中本農園さんでは、２月の大
雪の影響でビニールハウスが20棟以上倒壊するな
ど甚大な被害を受けました。５月18日にパルコー
プの組合員理事が訪問し、お見舞
金をお渡ししました。
（左から）
中本正弘会長、
中本弘之社長、
（訪問時の様子は次号に掲載します） パルコープ：木川理事、庄司理事

ぱるタイム
150号記念

パル子ちゃんファミリー大公開

パルコープのマスコットキャラクターとして親しまれている“パル子ちゃ
ん”
。組合員さんから「パル子ちゃんっていくつなん？」「パル子ちゃんに家
族はいるの？」というお声をいただくこともありました。
実はちゃんと家族がいるんです…！
今回は、謎のベールに包まれていた
パル子ちゃん
パル子ちゃんファミリーを一挙公開！
各キャラクターの詳細は
HPで紹介しています♪

７月17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 肉
 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

日時

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

パルぱぱ

ピース

パルまま

http://www.palcoop.or.jp/
pal_news/2018/06/palko-family.html

ボーイフレンドの名前を大募集!
なんと、パル子ちゃんにはボーイフレンドがいるのです。しかし名前が
ありません。そこで、ぜひ読者の皆さんの投票で決めたいと思います！
投票に参加していただいた方にはもれなくプレゼントもありますよ♪

応募方法

郵送の場合：はがきに、候補から選んだボーイフレンドの名
前または考えてくださった名前と、応募者情報
（お名前・組合員コード・住所）をご記入の上、
下記に送付
〒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
☆プレゼントは８月中旬から順次発送予定

HP専用
フォーム
からの応募↓

７月31日（火）
まで消印有効
候補名から選ぶ
または自由記述
①まこと
②すぐる
③きょうた
④（自由記述）
※お一人様１つ

組合員会館、
組合員集会室の地図はホームページでも見ることができます。 http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html
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