
次回ぱるタイム通常号発行は２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

ぱるタイム205号　2023.1.30　 67 　ぱるタイム205号　2023.1.30

イベント情報

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
月曜・土曜　9：00～17：00
火 ～ 金曜　9：00～18：00
FAX  0120－299－230
携帯からは
072－856－7671（有料）

対 ＝対象　　 受 ＝受付　　　 Ｍ ＝メニュー
￥ ＝費用　　 持 ＝持ち物　　 問 ＝問い合わせ
定 ＝定員　　 保 ＝保育　　　 申 ＝申し込み先
集 ＝集合　　 主 ＝主催　　　 締 ＝申し込み締め切り

● 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。

共通略記号 （ 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）

　　こくみん共済coop　防災企画

親と子が、ともに「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♪
対  就学前のお子さんと保護者、プレママ　　 ￥  １家族１回100円

パルちゃん広場ぽっかぽか

日　　　時 申込締切 定員 場　　　所
枚方 ３月２日（木）10：00～12：00 ２月20日 ５組 枚方組合員会館

阿倍野 ３月13日（月）10：00～12：00 ３月３日 ５組 阿倍野組合員会館

城東
２月27日（月）10：30～12：00 ２月10日

３組 城東組合員会館
３月13日（月）10：30～12：00 ２月24日

つるみ店 ２月22日（水）10：30～12：00 ２月11日 ４組 つるみ店舗集会室

星ヶ丘店
２月17日（金）10：00～12：00 ２月６日

４組 星ヶ丘店組合員集会室
３月17日（金）10：00～12：00 ３月６日

守口 ３月２日（木）10：30～12：00 ２月13日 10組 守口組合員集会室

今津
２月27日（月）10：30～12：00 ２月16日

４組 今津組合員集会室
３月13日（月）10：30～12：00 ３月２日

【予約制です】

ママ・プレママたちがゆっくりできる場所です。食べ物持ち込み自由。
日時　２月15日（水）11：00～14：00
場所　忍ケ丘店舗集会室
締  ２月４日（土）　 定  ４組　　 ￥  １家族１回100円　　　　　

最新の情報は
ホームページへ

こちら
　　 →

ママCAFE 忍ケ丘店 【予約制です】

★ 混雑をさけるためにすべて予約制にします。下記の組合員サービスセンターへ
電話、またはメールでお申し込みください。kumikatu@palcoop.or.jp

　❶何日のどれに参加するか（例：３月２日ぽっかぽか枚方に参加）
　❷お名前　❸住所　❹電話番号　❺子どもさんのお名前・年齢　
＊応募多数の場合は抽選になります
＊参加当日の体調管理表が必要です（詳しくはホームページ）　　
　　　　　　　　　　メールアドレスの二次元コードはこちらから→

日　　　時 申込締切 日　　　時 申込締切
３月９日（木）10：00～12：00

３月１日
３月28日（火）13：00～15：00

３月20日
３月14日（火）13：00～15：00 ３月30日（木）10：00～12：00

赤ちゃんから就学前のお子さんとその保護者や、これからお母さんに
なる人がほっとでき、ゆっくりすごせる『居場所』です。
場所　城東組合員会館
定  各５組　　 ￥  １家族１回100円　　　　　

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」 【予約制です】

最新の情報は
ホームページへ

こちら
　　 →

最新の情報は
ホームページへ

こちら
　　 →

ふれあい喫茶 by 夢くらぶ　
【予約制です】
日時　２月21日（火） ①11：00～12：00
 ②12：30～13：30
場所　寝屋川組合員会館
　　　（寝屋川市大利町20）

３年ぶりの「夢くらぶ」再開します。
締　２月10日（金）
定　 各10名（多数の場合抽選。発表は

13日以降郵送にて）
Ｍ　 きつねうどん・ミックスサンド（各

150円）、コーヒー・紅茶（各100円）
主　ふれあいサロン夢くらぶ
※ 「参加者体調管理表」を提出していた
だきます。
※ マスクの着用・食事中は黙食をお願い
します。当日37.5度以上の発熱があ
る方は参加できません。

　ぱるタイムに掲載のイベントに
ついて、新型コロナウイルスの感
染拡大を考慮し、急遽、中止や延
期になる場合があります。ご理解
のほどよろしくお願いいたしま
す。最新の情報については、パル
コープのホームページまたは組合
員サービスセンターへお問い合わ
せください。

　パルコープでは組合員会館や組合員集会室
で、パルコープの組合員さんが講師となり、
さまざまなカルチャー講座（パン講座、英会
話、体操など）を行なっています。

★コープカルチャー講座は
・組合員さんや同居のご家族であれば
　どなたでも参加できます。
・ 一回につき1000円以内で、講座に
　より月に数回開催します。
　材料費やテキスト代など別途必要な
　講座もあります。
※ 詳しい講座内容と会場は今週配布の
　別チラシをご覧ください。
　申し込みは２月25日（土）までに
　ハガキで郵送を。
（※ 2023年度の講師募集は終了しています）

2023年生徒募集！
～身近で新しいことを習いましょう～

登録方法など
詳細は、来週配布
（2月6日～10日の週）
の別チラシを
ご覧ください
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ぱる
めし

あなたもパルコープの
商品モニター「ぱるめし」に
参加してみませんか

2023年
第1期募集
スタート

コープカルチャー講座

　在宅商品モニター「ぱるめし」が、この春
からスタートします。モニターに登録後は、
年３回、対象商品をためして食べた感想など
をWebアンケートに回答していただきます。
　回答者には商品購入で使える500ポイント
のプレゼントも！ぜひ、
登録してくださいね。

パルコープの
商品モニター
「ぱるめし」に
参加してみませんか

参加しませんか？

組合員さん
どうしで
教え教わり

突如、都市を襲う巨大地震…
その時、あなたは何を選びますか？

体験型　防災アトラクション

ザ・リモート～地震対策編～
　住まいの保障から事業を開始した、こくみん共済coopでは、
防災・減災活動に取り組んでいます。自宅にいながら体験でき
るリモート型防災アトラクションに、ご家族やお友達とご参加
ください（推奨年齢：小学４年生以上）。

日　　時：３月12日（日）
　　　　　①10：00～11：30　 ②13：30～15：00
定　　員：各150名（応募者多数の場合抽選。３月４日（土）にメールで通知予定）
申し込み締め切り： ２月28日（火）
申 し 込 み 方 法： リモート型防災アトラクション専用のWEBページより

詳細をご確認のうえ、直接お申込みください。

https://bosai-revo.com/
event/20230312/

内容のお問い合わせ先（運営）：株式会社フ
ラップゼロアルファ　電話 06-4862-4210

← スマートフォンの方は
こちらから

参加費
無料

事前
予約制

Zoom
使用

これまでの参加者の感想
　子どもと一緒に楽しく学べ良
かったです。オンラインなのに、
質問やクイズなど参加している
感があり、とても良かった。

※ インターネットに接続できるパソコン（WEBカメラつき）、スマートフォン、タブレ
ットが必要となります。当日使う機器にZoomアプリをダウンロードしてください。

※通信費は各自でのご負担となりますので、通信環境はWi-Fiを推奨します。
主催：こくみん共済coop大阪推進本部　後援：大阪府生活協同組合連合会・

大阪府教育委員会・一般社団法人大阪労働者福祉協議会

イメージ映像は
こちら

申し込み方法や詳細は今週配布の別チラシで！ ▲▲▲

パルのおためし
メンバーシップ
「ぱるめし」


