
どなたでもお気軽に参加できます

7

次回ぱるタイム通常号発行は2020年１月27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。

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。　https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html

6

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

◦�午前７時に開催市町村または見学先に暴風警報・大雨洪水警報発令
時、または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。

（ 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）

〈共通略記号〉

（� ）月曜・土曜　9：00～17：00
火～金曜　9：00～18：00

2019.12.16
168号

2019.12.16
168号

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！　https://www.palcoop.or.jp/au_tori/calender/

※�締 のないものは当日直接、会場へ
お越しください

ご意見・感想などはこちらへお寄せください
　〒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

パソコンメールや携帯電話メール
からはこちらへ
paltime@palcoop.or.jp

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時　1月21日（火）11：00～13：30
場所　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 �かきあげうどん、三色丼、お抹茶、
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

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

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
￥ １家族１回100円　 主 パルちゃん広場ぽっかぽか

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

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」

ママCAFE （それぞれ月１回開催予定）

忍
ヶ
丘
店

日時　１月22日（水）11：00～14：00
場所　忍ヶ丘店組合員集会室
　　　（四條畷市岡山東１）
主 子育てサポートステーション

福
島

※１月はお休みです
場所　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

日　　　時 場　　　所

枚方 １月21日（火）10：00～12：00 枚方組合員会館（枚方市大垣内町３）

寝屋川
１月17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 １月15日（水）10：00～12：00 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

城東 １月20日（月）10：30～12：00
１月27日（月）10：30～12：00 城東組合員会館（城東区成育１）

つるみ店 12月25日（水）10：30～12：00
１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 １月17日（金）10：00～12：00
２月７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 １月30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 １月20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。

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

いきいき昼食会　季節の料理を　　
いただきましょう

Ｍ 新春メニュー
対 65歳以上の方
￥ 500円
締 １月14日（火）
主 �いきいき昼食会城東

連続５回　手話学習・講習会
日時　２月４日（火）・２月10日（月）
　　　２月18日（火）・２月25日（火）・
　　　３月３日（火）
　　　いずれも10：00～12：00
　　　（�過去に受講された方・ボラ

ンティア登録されている方
も、申し込み可能）

場所　パルコープ京橋事務所（本部）
　　　（都島区東野田１）

手話は、聴覚に障がいを持つ人たちが、
同じ、聴覚に障がいのある人や、周りの
人との心のつながりを持つための、大
切なコミュニケーションの手段のひと
つです。障がい者の日常を学んだうえ
で、知っておくと便利な単語や、簡単
な会話など初歩の表し方を学びます。
連続５回の開催は、コープ共済地域さ
さえあい助成の協賛を受けた特別企画
です。
講師：手話サークル　花

か
実
じつ

定 15名（応募多数の場合抽選）
連続５回受講者と

聴覚障がい者との交流会
日時　３月17日（火）10：00～14：00
会場　パルコープ京橋事務所（本部）
内容　�５回で覚えた手話を使って聴覚障

がい者と交流。
　　（詳しくは講習時にお知らせします）

締 12月27日（金）
主 �くらしネット「福祉」
この企画はコープ共済地域ささえあい
助成の協賛を受けています。

日時　１月16日（木）11：50～13：30
場所　城東組合員会館（城東区成育１）

城東

時間　10：00～15：00
場所　城東組合員会館３階（城東区成育１）

2020年１月  「すくすく」の開いている日

火曜日 14日 21日 28日
木曜日 ９日 16日 23日 30日

１月生まれのお誕生日会は
１月30日（木）です

「コープシアター大阪」です

大阪府生活協同組合連合会　主催

福島 子どもツアー
　東日本大震災を風化させずに次の世代に継承していくために、震災と原
発事故による福島県の被害と現状について、施設見学や体験談を聞いて学
習します。

２月21日（金）よる 大阪出発～24日（月・振休）朝 大阪着
集合予定：よる20時45分に大阪府社会福祉会館を予定

（行き帰りとも夜行バスです）

日 程

小学４～６年生
★２月９日（日）に開催する「参加者説明会」に保護者もしくは
　その代理の方が参加できる方
※�場所：大阪府社会福祉会館（大阪メトロ「谷町六丁目駅」徒歩約７分）
　時間：10時30分～12時予定
※欠席の場合はツアーに参加できません
※申込多数の場合は抽選。抽選結果は電話にてご連絡します

対 象 者

会員生協全体で20名（女子10名、男子10名）募集人数
5,000円参 加 費 12月28日（土）申し込み締め切り

申し込み・問い合わせ先　組合員サービスセンター（７ページ下参照）

小学生の
参加者募集！第２回

年末は12月28日（土）まで、年始は１月６日（月）からです

今津から
お引越し

詩吟を
興じましょう

積立式の鑑賞団体

お誘い

パルコープに加入している人とその
家族なら誰でも入会できます。いろ
んなジャンルの舞台を年２～３回観
られます。あなたも一緒にたのしみ
ませんか？

＊お問い合わせ先：☎06－6242－0904
　おおさかパルコープ組合員活動部�

「古
ふる

澤
さわ

 巌
いわお

 with はたけやま裕バンド」

♬いつからでも参加できます！！

第98回例会

＊�古澤巌さんは、葉加瀬太郎さん・高嶋
ちさ子さんと並ぶバイオリン界のパイ
オニア的存在です。

日時：１月21日（火）夜、22日（水）昼
会場：いずみホール

新春コンサート

今、入会すると観られます

全ての店舗
（９店）の合計 372品 141.4Kg

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）の合計

117品 37.0Kg

総合計 489品 178.4Kg

2019年10月度

１月
◆店舗は１月26日（日）～２月１日（土）
◆�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　１月27日（月）～31日（金）
２月
◆店舗は２月23日（日）～29日（土）
◆�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　２月24日（月）～28日（金）
引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

〈今後のフードドライブ回収週〉

フードドライブ活動で
ご提供いただいた
品数と量目
　たくさんの食材のご寄付
ありがとうございました。
組合員の皆さまからのお気持ちは、子ど
も食堂の方へちゃんとお届けします。


