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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

さ
ん

枚方市 池上 律子

注文書の〝水色〟表示︑
すごく助かります

さ
ん

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。

宇野 貴子

5

）

城東区

（

次回ぱるタイム通常号発行は３月31日です。

被災地の雰囲気が
伝わってきます

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

個配ですが︑注文書に以前

・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

買った商品が〝水色〟で表示

・本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。

被災地の方々の様子が定期

・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

されていてすごく助かってい

表記のないイベントの問い合わせ・申し込み先は

的に掲載されているので︑今

（ 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）

ます︒

締 ＝申し込み締め切り

の雰囲気が伝わってきてとて

Ｍ ＝メニュー

主 ＝主催

も身近なものとして感じるこ

保 ＝保育

受 ＝受付

夕陽丘・逢坂一帯にあるお寺、神社、劇場などが主体となり、毎
年桜の咲く季節に開催しています。
プロ・アマチュア人形劇団による
人形劇や、大道芸、バルーンアート、紙芝居などの路上パフォーマ
ンスが行なわれ、
どなたでも参加できるイベントです。パルコープで
は一心寺境内
（入場無料）で、ボランティアバスの参加者有志の会「ず
っとボラの会」
の皆さんなどが出展します。お立ち寄りくださいね。
日 時：４月６日（日）10：00〜15：30
場 所：大阪市天王寺区内、一心寺から下寺町界隈のお寺など
参加費：フリーパスシール700円（当日現地購入・３歳未満無料）
一部有料公演あり（無料のイベントもあります）
主催・問い合わせ先：なにわ人形芝居フェスティバル運営事務局
☎ 06‑6774 2877 FAX 06‑6774 4003
詳しくはhttp://terateratera.sakuraweb.com/ningyoufes/

とができます︒実際に活躍さ

問 ＝問い合わせ

集 ＝集合

おうさか

ずっとボラの会も
出展

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。

参考になったしまほっけ
のおいしい焼き方

定 ＝定員

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 肉うどん、かやくごはん
（吸物付）、
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

〜夕陽丘・花参り〜

れている方々に頭が下がる思

申 ＝申し込み先

なにわ人形芝居フェスティバル

さ
ん

￥ ＝費用

第18回

枚方市 竹内 和代

持 ＝持ち物

お知らせ

いです︒また被災地の方々の

対 ＝対象

日当り良好、ポカポカ空間で ほっとひ
と息♪ お散歩途中にぶらっとお立ち寄
りください。
Ｍ コーヒーまたは紅茶（各お菓子付）
￥ 100円
※スタッフ募集しています。どなたでも
見学におこしください。
主 グループ
「サロンえのもと」

﹁ミラフロレス﹂
って
どんな意味？

〈共通略記号〉

３月18日
（火）
11：00〜14：00
（毎月第３火曜日）
場所 寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）

４月２日
（水）
10：30〜15：00
４月16日
（水）
10：30〜15：00
（毎月第１・第３水曜日）
場所 鶴見福祉センター１階サロン
（鶴見区今津北１）

時々しまほっけを利用しま

日時

日時

様子を掲載してください︒

ふれあい喫茶 by夢くらぶ

サロン えのもと

阪神淡路大震災の記憶フロアーや、防災体験フロアーなどの見学。
明石公園で昼食とちょっとお花見、障がい者とボランティアの交流。
日 時：４月15日（火）８：50集合（出発９：00）〜16：00帰着予定
（帰着は交通事情により遅れる場合があります）
行き先：人と防災未来センター（神戸市）と明石公園
参加費：1000円（昼食・入場料・バス代）
定 員：28名（多数の場合は抽選）
マイクロバスで
集合場所：パルコープ本部（京橋）
行きます
申し込み締め切り：３月21日(金)
申し込み・問い合わせ：パルコープ組合員活動事務局
☎ 06−6242−0904 FAX 06−6242−0926
〔主 催〕くらしネット「福祉」
※手話通訳のボランティアが同行します。
※ガイドが必要な方は、お知らせください。

枚方市 中村 真理子

城 東
日時 ３月24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

高校生以上 400円
問 ☎ 072−892−3031
主 交野教育子育てネットワーク
（交野まちづくり連絡会が団体加盟）
後援 交野市・交野市教育委員会
申

すが︑千葉で作っているとは

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。
途中からの参加も途中退室もＯＫ。
対 就学前までのお子さんと保護者
￥ １家族１回100円

視覚・聴覚障がい者の企画

人と防災未来センター見学・学習とちょっとお花見

知りませんでした︒おいしい

￥ 中学生以下 200円

焼き方参考になりました︒

パルちゃん広場ぽっかぽか

ん

主 子育てサポートステーション

さ

日時 ３月23日
（日）
14：00〜
場所 交野市立保健福祉総合センター
（ゆうゆうセンター）４階交流ホール
（交野市天野が原町５）

￥ １家族100円

伊藤 篤子

対 就学前までのお子さんと保護者

親と子の映画会
映画「はだしのゲン」

鴨鍋を食べてみよう！

24日

を
ご意見・感想
い。
お寄せくださ

さ
ん

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）

ぱるタイムで掲載中の﹁ミ

10日

時間

93

枚方市

木曜日 ３日

編

号のクロスワードはちょ

22日

ラフロレス﹂をいつも楽しく

15日

っと難しかったです︒でもお

８日

くらしのたすけあいの会の活動交流と、
今後の活動内容のお知らせ。お近くの組
合員さん、くらしのたすけあいの会に興
味のある方どなたでもどうぞ。
￥ 100円（軽食を用意しています）
締 ３月31日（月）
問 パルコープ福祉事業部
☎ 0120−294−044
（月〜金９：00〜17：00）
FAX 06−6242−0885
主 くらしのたすけあいの会・大阪北支部

読ませていただいています︒

火曜日 １日

サケの明太子マヨネーズ焼、菜の花
のごまだれ、吸物、デザート
締 ３月17日(月)
主 いきいき昼食会寝屋川
※ボランティアの方募集中（年齢制限な
し）、どなたでも見学におこしください。

た！

29日は
お休みです

￥ 500円

Ｍ ひな寿し、鶏ムネ肉のレモン風味、

﹁鴨鍋セット﹂は３月４回と
４月１回でご注文できますよ︒

４月生まれのお誕生日会は
４月22日
（火）
です

対 65歳以上の方

かげで︑鴨鍋でも食べてみよ

「すくすく」
の開いている日

日時 ４月５日（土）11:00(集合)〜13:30
集合場所 福島組合員集会室
（福島区福島７）
※雨天の場合は集会室にて活動交流
をします。

少し変わったタイトルだな〜

4月

日時
場所

寝屋川
３月20日
（木）
11：50〜13：30
寝屋川組合員会館
（寝屋川市秦町19）

桜いっぱいの浦江公園（北区）で
お花見しませんか

うという気持ちになりまし

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。

季節の料理を
いただきましょう

といつも思うのですが︑どん

スペイン語で﹁花を見よ﹂と
いう意味だそうです︒
編

いきいき昼食会

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

な意味なのか知りたいです︒

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

ハンガー・フリー・ワールド
「書き損じハガキ回収キャンペーン」にご協力を
ハンガー・フリー・ワールド（飢餓のない世界を創
るため活動する国際協力団体ＮＧＯ）では下記の物品
を換金し、飢餓に苦しむ人々の自立応援のため、農業
・医療などに使われます。次週
（３月17日〜21日）配付
の「専用封筒」で、直接、ハンガー・フリー・ワール
ドに送ってください（切手不要）
。配送では回収して
いません。ご注意ください。
昨年は2,475人の組合員さんから、3,346,146円（換
金額）のご協力をいただきありがとうございました。

あなたの支援を！
このようなものを送ってください
＊官製ハガキ（書き損じ・未使用）
＊未使用切手 ＊商品券
＊未使用テレフォンカード
＊中古ゲームソフト・中古DVD

次週配布の
専用封筒で

投函期間 ５月30日
（金）
着分まで
問い合わせ窓口 組合員活動事務局
☎ 06‑6242‑0904 FAX 06‑6242‑0926

ぱるタイムのバックナンバーは http://www.palcoop.or.jp/au̲ ji /paltime.html からご覧いただけます。
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