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

ふれあい喫茶 by夢くらぶ

パルちゃん広場ぽっかぽか

さ
ん

注文書を出し忘れたら⁝

交野市 長尾 晴美

田中 里英

国産焼き鳥
安心して食べられる

住吉区

83

先日︑注文書を出し忘れた
さ
ん

号の特集で国産の焼き鳥

同窓会には
きれいになって

枚方市 畑中 貴代
ん

さ

いつもきれいの術を楽しみ

83

ら︑翌日︑担当の方からＴＥ

にしています︒私もこの夏︑

ぱるタイムのバックナンバーは

は本当に安心して食べられそ

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。

子育てサポートステーション

Ｌがあり︑しかも﹁いつも注

5

主催

同窓会があるのでぜひ︑︵ 号

次回ぱるタイム通常号発行は９月16日です。

）

うで︑冷凍なのでイザという

（

文している○○がお安くなっ

度を利用することができます。事前にご連絡ください。

の︶アイカラーできれいにな

・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

りたいと思います︒

・本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

時のために買いおきしておこ

・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

〜スタッフ養成講座〜
（会場はいずれも城東組合員会館で①〜⑤全回参加お願いします）
①10／７（月）10：00〜12：30
②10／18（金）10：00〜15：00
③実習（６回中２回程度参加ください。いずれも９：30〜16：00）
10／29（火）
・31（木）
・11／５（火）
・７（木）
・19（火）
・21（木）
④11／27
（水）10：00〜12：00
⑤12／２（月）10：00〜15：00

うと思いました︒

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

てます﹂ と教えてくれまし

（ 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）

■宛先はこのページの上に

た︒とても助かりました︒

締 ＝申し込み締め切り

勉強になりました

Ｍ ＝メニュー

主 ＝主催

ん

受 ＝受付

さ

保 ＝保育

日
時 ９月26日（木）10：00〜12：00
場
所 城東組合員会館（城東区成育１）
申し込み締め切り ９月17日（火）17：00まで
申し込み・問い合わせ先 組合員活動サポートセンター
（詳細は５ページ下に）
※保育有り 無料、１歳から（事前に電話でお申込みください）

有馬 保子

集 ＝集合

のかき揚、鶏肉のさっぱり煮、トマト
とナスのサラダ、すまし汁、デザート
定 20名
（定員を越えた場合は抽選となります）
締 ９月16日（月）
主 いきいき昼食会寝屋川
※ボランティア募集中。見にきてね。

広場運営に関心のある方はまず、スタッフ説明会に出席し、
養成講座に参加してください。

北区

問 ＝問い合わせ

Ｍ 枝豆ごはん、
塩サバのハーブ焼、豆腐

常設型子育て広場「パルちゃん広場すくすく」をパルコープ城東
組合員会館で火曜日と木曜日に開催しています。
「広場」は、乳幼児から就学前までのお子さんと保護者や、これ
からお母さんになる人が気軽に立ち寄りほっとできる場です。参加
される親子の見守りや話し相手など、ご自身の経験を活かした活動
をしてくださる有償ボランティアスタッフを募集します。

ＴＰＰ交渉の記事︑勉強に

定 ＝定員

寝屋川
日時 ９月19日（木）11：50〜13：30
場所 寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）

パルコープ常設型子育て広場
「パルちゃん広場すくすく」スタッフ養成講座

なりました︒

申 ＝申し込み先

日頃の子育ての中で、わが子にどう向き
合っていけばよいのか、困っていること
はありませんか？反抗期は自立への芽生
えです。その時期をうまく乗り越えるた
めに、どのような子育てをすればよいの
か一緒に考えませんか。どうぞお気軽に
お越しください。
（保育はありませんが、
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
長岡千代子氏（教育相談員）
主 グループ「なかよしぽぽろ」

コのサラダ、長芋のあえもの、みそ
汁、デザート
締 ９月17日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野
※ボランティアさん募集中

2014年の総代会に向けて、
「機関紙ぱるタイム」及びパルコープの各事
業所で７月１日（月）より総代選挙公示を行い、立候補を受け付けました。
７月29日（月）正午に立候補を締め切り、全ての選挙区で定数通りの
届けがありましたので、全員を当選とし、2014年総代が決まりましたこ
とを報告します。選出された総代の選挙区と氏名は、９月２日（月）よ
りパルコープホームページに掲載し、各施設に掲示いたします。
2014年総代選挙管理委員会 委員長 廣部 久子

昔なつかしい おいしさ

￥ ＝費用

Ｍ チキンの悪魔風、プチトマトとジャ

組合員の代表「総代」
さんが決まりました。

さ
ん

持 ＝持ち物

10月１日（火）10：00〜14：00
※講演は10時より開始です
つるみ店２階 組合員集会室
（鶴見区横堤５）

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

スタッフ説明会

対 ＝対象

あべの
日時 ９月19日（木）11：30〜13：00
場所 阿倍野組合員会館（阿倍野区阪南町6）

※第３回「地球温暖化、再生可能エネルギー」
（10月
28日（月））については、別途お知らせします。

西山 瞳

辛タレ、彩り野菜の揚げびたし、月
見納豆の冷やっこ、赤だし、りんご
とさつまいもの寒天寄せ
締 ９月10日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

〈参加費〉無料
〈保育〉有り（１歳以上）
〈申込締切〉９月13日（金）
18：00まで

阿倍野区

Ｍ 鮭の野菜ソースかけ、豚とナスの甘

（JR・京阪・地下鉄「京橋駅」徒歩約５分）
講師：佐保 庚生さん（パルコープ有識理事）

一株トマトの企画が始まっ

〈共通略記号〉

仁和寺
９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）

日時：９月17日
（火）10：00〜12：00
場所：本部
（京橋）３階大会議室

て以来ずーっと利用させてい

日時
場所

ちょっと気になる子どもの
発達と子育て 学習会

場所

いきいき昼食会

季節の料理を
いただきましょう

以下３会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円
ボランティアの年齢条件はありません

守 口
日時 ９月12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

日時

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 かやくうどん、ハンバーグパン（ゆ
で卵付き）
、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

ただき︑昔なつかしいトマト

枚 方
日時 ９月10日（火）10：00〜12：00
10月８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

９月17日（火）11：00〜14：00
寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）

日本の農業、雇用、地域経済、医療など、
国民生活を大きく変えてしまう環太平洋連携
協定（TPP）。 農業協同組合や医師会、 多数
の地方議会で反対の動きが強まっています。
TPP参加による、私たちの国民生活に与える
影響を学びます。

のおいしさを味わせていただ

城 東
９月９日
（月）10：30〜12：00
９月30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
日時

日時
場所

第２回 「ＴＰＰ参加と私たちのくらし」

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

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。

きました︒

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。
途中からの参加でもＯＫです。
対 就学前までのお子さんと保護者
￥ １家族１回100円

「くらしの連続学習会」開催

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

講師は組合員さんです

コープカルチャー
コ ー プカル
プ カ ルチャ
プカ
ルチャー
秋の 生徒再募集
生 徒再
生徒
徒 再募
再 募 集！
各組合員会館や組合員集会室で、さまざまな
カルチャー講座を行なっています。
◎組合員の方であればどなたでも受講できます。
◎費用は一回につき1,000円以内で、講座により
月に数回開催します。
★講座内容や申し込み方法はホームページをご覧ください
http://www.palcoop.or.jp/au̲tori/kouza/
申し込み
問い合わせ先 組合員活動サポートセンター（5ページ参照）
※申し込みははがきで、それぞれ各組合員会館・組合員
活動サポートセンターへ（郵送住所はＨＰにて）。
締め切りは９月27日（金）消印有効。

http://www.palcoop.or.jp/au̲ ji/paltime.html からご覧いただけます。
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どなたでもお気軽に参加できます
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ん

さ

震災ボランティアの記事
を読んで

枚方市 三上 千恵子

ボランティアの記事読みま

した︒最近︑発覚したニュー

ス︑海へ汚染水が流れ出てい

たらしいですね︒本当に大変

7

なことです︒

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