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組合員会館、組合員集会室の地図はホームページでも見れます。　http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti.html
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どなたでもお気軽に参加できます

◦�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。
◦�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。 （� ）月曜・土曜　9：00～17：00

火～金曜　9：00～18：00

組合員サービスセンター
　⒣  0120－299－070  FAX  0120－299－230
　携帯・PHSからは　☎ 072－817－4251（有料）

  ☎ 072－856－7671（有料）

表記のない イベントの申し込み・問い合わせ先は

対 ＝対象
￥ ＝費用
定 ＝定員
集 ＝集合
受 ＝受付
主 ＝主催
締 ＝申し込み締め切り

持 ＝持ち物
申 ＝申し込み先
問 ＝問い合わせ
保 ＝保育
Ｍ ＝メニュー

（ 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）

次回ぱるタイム通常号発行は８月24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。

〈共通略記号〉

※８月10日から以下に変更になります

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

2015.7.27
115号

2015.7.27
115号

持 筆記用具、飲み物、昼食
￥ 800円（子どもさんも同額）
定 11名（応募多数の場合抽選）
締 ８月21日（金）
主 グループ「ハーネス」

日時　８月３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

城　東

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・途中退
室もOK。申し込みはいりません。
対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族１回100円
持 おむつ、タオル、お茶など

パルちゃん広場ぽっかぽか

日時　８月26日（水）10：30～12：00
場所　つるみ店２階　組合員集会室
　　　（鶴見区横堤５）
主 パルちゃん広場ぽっかぽかつるみ店

つるみ店

日時　８月24日（月）10：30～12：00
場所　パル鶴見福祉センター２階
　　　今津組合員集会室（鶴見区今津北1）
主 パルちゃん広場ぽっかぽか今津

今津（鶴見区）

日時　８月４日（火）10：00～12：00
　　　９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

枚　方

“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 �天ぷらうどん、夏やさいカレー、
コーヒー・アイスコーヒー・紅茶
・ジュース（各クッキー付）

￥ 各100円
主 ふれあいサロン夢くらぶ

ふれあい喫茶by夢くらぶ
日時　８月18日（火）
　　　11：00～14：00
場所　寝屋川組合員会館１階
　　　（寝屋川市秦町19）

奈良県葛城市にある日本サービスドッグ協会を訪問、盲導犬の引
退後をどのような人々がフォローしているか学びます。
※�当落を電話連絡しますので必ずつながる連絡先をお知らせください。

集 ①寝屋川市駅　AM８：00
　　②忍ケ丘店　　AM８：20
　　③つるみ店　　AM９：00
（各10分前には集合してください）
� 帰着予定は15時頃

盲導犬引退後はどうなるの？
日時　９月11日（金）
場所　日本サービスドッグ協会（奈良県葛城市新村210）

骨や筋肉のしくみに沿って動いてみましょう！肩こりや腰痛の方
は体のイメージを変えることでラクになりますよ。
持 バスタオル、飲み物　 ￥ 600円　 締 ８月10日（月）

講座一日体験教室「ヨーガ健康法」
日時　８月18日（火）　10：00～11：30
場所　寝屋川組合員会館３階ホール（寝屋川市秦町19）

子どもから高齢者まで世代をこえて平和の大切さを考えよう
◆メインステージ：�合唱「ぞうれっしゃがやってきた」、
　　　　　　　　　人形劇団ピエロック一座
◆�戦時中の食べ物（すいとんの試食、はったい粉づくり体験、お弁当展示）
◆�地雷レプリカ展示、みんなでつくる「ピースメッセージ」、
　手作りおもちゃ、模擬店（有料）など
主 �寝屋川東・北・中央・西香里・南・打上
　　合同地域活動委員会

※ 締 のないものは当日直接、会場へお越しください

日時　８月27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

守　口

※パルちゃん広場ぽっかぽか阿倍野
　パルちゃん広場ぽっかぽか寝屋川は
　８月はお休みです。

対 就学前のお子さんと保護者
￥ １家族100円
主 子育てサポートステーション

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。

常設型子育て広場
パルちゃん広場「すくすく」

時間　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）

８月  「すくすく」の開いている日

火曜日 ４日 18 日 25 日
木曜日 ６日 20 日 27 日

11日（火）と
13日（木）はお休みです

８月生まれのお誕生日会は
８月25日（火）です

日時　８月22日（土）　10：30～13：00
場所　寝屋川組合員会館（寝屋川市秦町19）

ピースフェスタ2015～世代をこえて楽しもう！～

PHS、IP電話、携帯電話からの
受付番号が変わります

　８月10日（月）から、PHS・IP電話・携帯電話の
受付番号のみ、新番号に変更になります。

着　信　先 種　　類 現在の番号 変更後の番号
組合員サービス
センター PHS・IP電話 072-856-7525 072-856-7682
〃

（イベント申込み） 携帯・PHS・IP電話 072-817-4251 072-856-7671
電話注文センター PHS・IP電話 072-817-4241 072-856-7605

〃
（自動応答） 携帯・PHS・IP電話 072-817-4247 072-856-7643

夕食サポート
（利用者） PHS・IP電話 072-817-4120 072-856-7649

〃
（新規申込） PHS・IP電話 072-817-4121 072-856-7652

コールセン
ター

からのお知
らせ

「これよく買うよ♪」「これ便利♪」そんな
みなさんの生協のお気に入り商品をぜひ教えて
ください！！　ご応募お待ちしております☆

写真もご一緒に

ご応募いいただきました内容は、順次ぱるタイムで
紹介させていただきます。ご紹介させていただいた
方には図書カードをプレゼント☆
※商品のリクエストコーナーではありません

郵送の場合：〒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
メールの場合：paltime@palcoop.or.jp�までお送りください。

※�応募いただいた写真はお返しすることが
できません。ご了承ください。

◦食べた感想、
　使った感想
◦わが家での使い方
　（�アレンジレシピも
� 大歓迎）
◦おすすめポイント
� など　

◦�商品と人物が一緒
に写っているもの

※�お写真はご本人さんでも
　子どもさんでもOKです

◦�使っているところ
の写真
　（料理の写真など）

■お気に入り商品の名前
　（雑貨でもOK）
■商品のエピソード
①住所
②お名前
③組合員コード
をご記入のうえ、
お気軽にご応募ください！！

募集！!
（例）

　７月６日より、枚方組合員会館に
エレベーターが設置されました。
　少し、会議室など狭くなりました
が、４階までの上り下りがスムーズ
にできるようになりました。また、
２階には障がい者用のトイレも設置
され、お年寄りや障害をお持ちの組
合員さんも利用しやすくなりまし
た。ぜひ一度お立ち寄りください。

枚方組合員会館にエレベーターを設置しました

　「ネパール大地震被害救援募金」にご協力ありがと
うございました。第１回送金として880万円を日本ユ
ニセフ協会を通じて現地に送りました（７月31日で締
め切り、第２回目の送金を行います）。

※詳細は次号で報告いたします

※フリーダイヤル・携帯ナビダイヤルの受付番号は変わりません。


