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「ぱるメール」宛先
〒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

どなたでもお気軽に参加できます

パソコンメールや携帯電話メー
ルでの応募は下記のアドレスへ
paltime@palcoop.or.jp
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ホームページの「地域おもしろ情報」は
http://www.palcoop.or.jp/blog/chiiki/

パルちゃん広場ぽっかぽか

グループ活動の
コーナー

グループ活動は組合員さんが５人

以 上 で テ ー マ を 決 め て 自 主 的︑主 体

的に︑くらしや社会について考えま

す︒現在︑ のグループがあります︒

全ての人に欠かせない

問題﹁食料問題﹂を知る

ことは大切なことです︒

この間学習しているの

は︑ 主 食 で あ る﹁ 米 ﹂︒

米不足による騒動や投機

と︒また政府備蓄米の現

目的での価格の高騰下落

状とあるべき姿について

学習しました︒あわせて

な ど︑
﹁主食﹂ であるが
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新しい「グループ」を立ち上げたい方は
ぜひ、グループ説明会にご参加ください。
日 時 ２月14日
（木）10：30〜12：00
申込締切２月12日（火）17：00まで

グループ「食料問題を考える」

10：00〜15：00
※事前の申し込みは、いりません
※昼食持参可
城東組合員会館３階（城東区成育１）

ゆえの歴史を持っていま

す︒

場所

食料自給率や農薬︑後継

時間

今回の学習会では佐保

26日
28日

者の問題などを含め︑日

﹁食料問題を考える﹂

19日
21日

理事を講師に﹁米価﹂に

グループでは︑私たちが

12日
14日

本の農業政策が食料問題

た主食の確

﹁安定的に安心して食料

5日
7日

ついて取り上げました︒

保︑国民生活

を得ていくことができ

火曜日
木曜日

に及ぼす影響の大きさを

の安定をもた

る﹂ように︑様々な視点

守 口
日時 ２月14日
（木）
10：30〜12：00
場所 守口組合員集会室
（守口市大枝東町14）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか守口

２月生まれのお誕生日会は
２月26日（火）
です

１９４２年〜

らした﹁食管

から学んでいく活動を︑

枚 方
２月12日
（火）
10：00〜12：00
３月５日
（火）
10：00〜12：00
場所 枚方組合員会館（枚方市大垣内町３）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか枚方
日時

95

学びました︒

制度﹂が︑ひ

2月 「すくすく」
の開いている日

年まで続い

いては生産者

毎月 １回行なっ ていま

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。

の再生産に役

阿倍野
日時 ２月５日
（火）
10：00〜12：00
場所 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか阿倍野

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

す︒

城 東
日時 ２月４日
（月）
10：30〜12：00
２月25日
（月）
10：30〜12：00
場所 城東組合員会館（城東区成育１）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか城東

寝屋川
日時 ２月15日
（金）
10：30〜13：30
場所 寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）
※昼食持参可能。希望者には軽食の
用意ができます（有料・当日申し
込み）
。離乳食はご持参ください。
主 パルちゃん広場ぽっかぽか寝屋川

立っていたこ

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
￥ １家族１回100円

安全・安心、
安定的な食料を

●2010年設立｡ メンバーは12名
●テーマは「食料と食の安全、安心を確保するために」
学習と産地見学、交流を行なっています。

場 所 パルコープ本部（京橋）２階
参加申し込み・問合せは組合員活動
サポートセンター（５ページ下参照）
へ

対 就学前のお子さんと保護者

※グループには活動費の補助があります

￥ １家族100円
主 子育てサポートステーション

ん

さ

すこしでも募金続けよう

71

枚方市 白井 弘子

号の震災募金報告で︑た

くさんの方がいろんな募金に

ぱるタイムのバックナンバーは

協力されたんだなあ⁝︒被災

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。

）

地に行くことができないので

5

編

少しでも募金続けていこうと

（

次回ぱるタイム通常号発行は２月11日です。

■宛先はこのページの上に

思いました︒

度を利用することができます。事前にご連絡ください。

⒣ 0120−299−244 FAX 0120−299−230
携帯・PHSからは
☎ 06−4801−7648
月曜･土曜 9：00〜17：00
火 〜 金曜 9：00〜18：00

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

さ

・本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

ハガキまたはｅメールで、機関紙ぱるタ
イムに対するご意見、住所、氏名（ふりが
な）、組合員コードを記入してお送りく
ださい。クイズが無い号もどうぞ。掲載
した方には図書カードをお送りします。

ご協力ありがとうございます︒
まごころネットへの募金は︑注
文書の募金欄からできます︒

・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。 組合員活動サポートセンター

簡単に真似ができ嬉しい

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

ん

締 ＝申し込み締め切り

（ 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）

さ

主 ＝主催

四條畷市 木下 利香

Ｍ ＝メニュー

北区 亀野 延代

保 ＝保育

71

眉毛︑描いてみます

集 ＝集合
受 ＝受付

号のおいしいコーヒーの

問 ＝問い合わせ

眉毛の描き方の記事読みま

申 ＝申し込み先

定 ＝定員

いれ方を見て早速いれたくな

￥ ＝費用

（^-^）

した︒ペンシルで︑ゆっくり

持 ＝持ち物

〜みんなで食育 元気なひらかた〜
パルコープからは「食卓の向こう側をの
ぞいてみよう〜応援しよう日本の農業
被災地応援」をテーマに出展します。枚
方各地でとりくんでいる食卓に関わる活
動を紹介しながら我が家の食卓を考えて
もらいます。
問 枚方市健康総務課☎072−841−1221
主 枚方市食育推進ネットワーク会議・
枚方市教育委員会・枚方市（枚方ま
ちづくり連絡会として出展）

急がず描いてみます︒

対 ＝対象

思春期を豊かに過ごすためには、小さい
時から色々な場でたくさんの人と楽しむ
経験が必要です。どんな制度や場がある
のか交流してみませんか？どうぞお気軽
にお越しください！ （保育はありませ
ん。お子様もご一緒にどうぞ）
講師 大阪発達支援センターぽぽろ
千住真理子氏（教育相談員）
主 グループ「なかよしぽぽろ」

２月９日
（土）
10:00〜15:00
ラポールひらかた（枚方市新町２）
京阪「枚方市」駅より徒歩

ってしまいました︒簡単に真

〈共通略記号〉

日時
場所

２月26日
（火）
10：00〜12：00
つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）

ひらかた食育カーニバル

似ができることが書いてある

日時
場所

第５回

とちょっと嬉しいです

ちょっと気になる子どもの
発達と子育て 学習会

ユニセフ募金に
ご協力をお願いします
〜組合員のみなさまのご支援によって、
子どもたちの未来の可能性は広がっています〜
世界の子どもたちを取り巻く環境は過酷です。
年間 690 万人の子どもが５歳の誕生日も迎えられ
ずに命を失っています。また、6,700 万人の子ど
もたちは小学校にも通えません。
ユニセフは世界の子どもたちの命が守られる
ように、予防接種や保健の仕組みを整えたり、教
育の環境づくりや、HIV/エイズ感染の治療を支
援、搾取や暴力、虐待、児童労働から子どもを守
る活動を行なっています。
２月２回の注文書（１月28日〜２月１日配布）
で募金を受け付けます。ぜひご協力ください。
別チラシもごらんください。
パルコープが昨年２月に行なった「ユニセフ募金」で
お預かりした 2,264,523 円は、ユニセフの国内委員会で
ある「日本ユニセフ協会」へ全額お送りしました。

http://www.palcoop.or.jp/au̲ j i /paltime.html からご覧いただけます。
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