84号
2013.8.5

「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

ＨＰ「地域おもしろ情報」もチェック！
http://www.palcoop.or.jp/blog/chiiki/

（全３回予定）

子育てセミナー

パルちゃん広場ぽっかぽか
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

夏は平和を考える季節

鶴見区 小倉 聖子
さ
ん

震災ボランティア
これからも続けて

𠮷田 康子
さ
ん

震災ボランティア報告読ん

東住吉区

夏は︑平和のことをいっぱい

でいます︒なかなか現地での

平和行進にピースツアー♪

考えることのできる季節です

﹁これで安心して暮らせます﹂

〜耐震診断・補強工事をしませんか〜

工事をされた組合員さんの声

耐震補強工事をすることで︑
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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。

地震に強い家になりました︒

次回ぱるタイム通常号発行は９月２日です。

）

暮らしが私たちに見えにくく

（

ね！これからもしっかりこだ

度を利用することができます。事前にご連絡ください。

これで安心して暮らせます︒

・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

⒣ 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

ありがとうございました︒

・本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

長い支援が必要な被災地にこ

・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

Ｎさん︶

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

コープ住宅サービスよりお知らせ

︵寝屋川市

（ 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）

れからも続けてください︒

主 子育てサポートステーション

１９９５年の阪神・淡路大震災では︑亡くなった方の約

締 ＝申し込み締め切り

￥ １家族100円

９割が建築物の倒壊や家具の転倒によるものでした︒大地

主 ＝主催

対 就学前のお子さんと保護者

お弁当作りに
生協の揚げ物

Ｍ ＝メニュー

震が発生したとき︑建築物の倒壊を防ぎ︑大切な命を守る

受 ＝受付

※８月は13日と15日以外の火・木曜日です

ん

保 ＝保育

さ

集 ＝集合

ハニーナッツツイスト（18㎝パウンド型
１個、はちみつとくるみがたっぷり入っ
たパンです）
パン作りに興味のある方、家庭でもパン
を焼いてみたいと思っている方、初めて
の方でもおいしいパンが仕上がります。
ぜひ参加ください。お待ちしています。
￥ 300円（会館維持費含む）
持 エプロン、手ふき用タオル、ふきん
２〜３枚
定 10名
（応募多数の場合抽選になります）
締 ８月26日（月）
主 手作り手ごねパン講座

中田 佳代子

問 ＝問い合わせ

９月５日（木）10：00〜12：00
寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）

大正区

申 ＝申し込み先

定 ＝定員

日時
場所

ために︑住宅の耐震診断・耐震補強工事を進めましょう︒

￥ ＝費用

盲導犬のセカンドライフについて学びま
しょう
盲導犬の引退後について、奈良にある日
本サービスドッグ協会にバスで行きます
対 組合員とその家族（小学生以上）
￥ 800円
（お弁当代含む・お子さんも同額）
持 お茶と筆記用具
定 20名
（応募多数の場合抽選になります）
締 ８月19日(月)
主 グループ「ハーネス」

講座一日体験教室
「手作り手ごねパン」

毎朝子どものお弁当作りに

帰着予定は15時頃

講師：社会保険労務士の資格を持った組
合員さん
（内容）年金全般について学習します
定 15名
（応募多数の場合抽選になります）
締 ８月23日（金）
主 くらしネット「家計」

備 え あ れ ば 憂 い な し︒
﹁その時﹂ の備えに︑ まずは﹃住ま

26日

９月４日（水）10：00〜12：30
本部（京橋）３階中会議室
（都島区東野田１）

悩まされておりますが︑生協

19日

〈申し込み・問い合せ先〉パルコープ 組織部
☎ 06−6242−0904 FAX 06−6242−0926

いの総合診断﹄で確認を︒﹃住まいの総合診断﹄を通じて︑

12日

※第２回「TPP参加と私たちのくらし」
（９月
17 日）、第３回「原発問題と再生可能エネル
ギー」
（日程未定）を予定し、別途お知らせ
します。

の揚げ物にとても助けられて

木曜日 ５日

〈参加費〉無料
〈保育〉有り（１歳以上）
〈申込締切〉８月23日（金）18：00まで

ご自宅の耐震性能の理解を深めていただき︑必要に応じて

持 ＝持ち物

日時
場所

■宛先はこのページの上に

和樹さん

（神戸大学名誉教授、吉備国際大学地域創成農学部教授）

耐震性の向上を図るための耐震補強工事の提案を行なって

24日

講師：金沢

います︒詳しくはコープ住宅サービスのホームページをご

17日

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

日時
場所

（JR・京阪・地下鉄「京橋駅」徒歩約５分）

年金学習会

盲導犬のセカンドライフ

10日

時間

締
主

日時：８月27日
（火）10：00〜12：00
場所：本部
（京橋）３階大会議室

覧ください︒

対 ＝対象

テーマ：食からはじまる平和
講師：鈴木 久さん（大阪平和委員会副
理事長・青年学生部顧問）
定 100 名（保育はありませんが小さい子
のお遊びコーナーあり、親子席あり）
締 ８月13日（火）
主 グループ「枚方平和」
共催 枚方全地域活動委員会
協力：パルちゃん広場ぽっかぽか枚方

火曜日 ３日

９月生まれのお誕生日会は
９月19日
（木）です

〈共通略記号〉

８月20日（火）10：00〜12：00
枚方組合員会館（枚方市大垣町３）

８月24日（土）
日本サービスドッグ協会
（奈良県葛城市）
〈集合場所・出発時間〉
①寝屋川市駅東側（バスロータリー前）８：30
②忍ヶ丘店 ８：50
③つるみ店 ９：15

９月 「すくすく」の開いている日

対

小﨑恭弘さん（神戸常盤大学こど
も教育学科准教授、NPO法人ファ
ザーリング・ジャパン副代表）
お子さん（０歳〜就学前）とその保護
者、パパ・ママ・おじいちゃん・お
ばあちゃんどなたでも。
少し大きめのお兄ちゃんお姉ちゃん
もごいっしょにどうぞ。
１家族 300円
25組
※申し込み多数の場合は抽選となりま
す。結果はハガキでお知らせします。
９月６日（金）
子育てサポートステーション

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。

食品添加物規制と生協が果たしてきた役割、
新しい食品添加物基準について学びます。

ます︒スーパーには売ってい

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。

講師

￥
定

母と子の平和のつどい
日時
場所

日時 ９月23日（月・祝）
10：30〜12：30
場所 城東組合員会館（城東区成育1）

ない商品がたくさんあり手作

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

〜ふれあい遊びでコミュニケーション〜

第１回

りっぽく気に入ってます︒

阿倍野
日時 ９月３日
（火）10：00〜12：00
場所 阿倍野組合員会館 ※８月は
お休みです
（阿倍野区阪南町６）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか阿倍野

日時
場所

ホッと一息 できる場を提供していま
す。将棋コーナーもあります。
対 どなたでも自由にお立ち寄りください。
Ｍ かきあげうどん、夏やさいカレー、
コーヒー・
★フラダンスショー
アイスコーヒー・
があります。見に来
紅茶（各クッキー付）てくださいね!!
￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

家族で子育て

なっているように思います︒

城 東
日時 ８月26日（月）10：30〜12：00
９月９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

パパも一緒に

「食の安全と
生協の食品添加物の考え方」

わっていってほしいです！

守 口
日時 ８月22日（木）10：30〜12：00
場所 守口組合員集会室
（守口市大枝東町14）
〜紙あそびを楽しみましょう〜
主 パルちゃん広場ぽっかぽか守口

ふれあい喫茶 by夢くらぶ
８月20日（火）11：00〜14：00
寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

「くらしの連続学習会」開催

耐震補強工事の施工例です

パルコープホームページ左側のこのバナーをクリック
住まいの耐震診断は
http：//www.coop-js.com/̲pub/contents/pages/earthquake-resistant/
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