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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　☎ 072－856－7671（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７月25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〉

★ HP「組合員活動カレンダー」もチェック！　http://www.palcoop.or.jp/au_tori/calender/

2016.6.27
126号

2016.6.27
126号

パルちゃん広場ぽっかぽか

※ 締 のないものは当日直接、　会場へお越しください

常設型子育て広場パルちゃん広場「すくすく」
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。
　※�事前の申し込みは、いりません
　※昼食持参可

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

時間　10：00～15：00
場所　城東組合員会館３階
　　　（城東区成育１）

７月  「すくすく」の開いている日

火曜日 ５日 12日 19日 26日
木曜日 ７日 14日 21日 28日

７月生まれのお誕生日会は
７月28日（木）です

親と子が「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　 持 おむつ、タオル、お茶など
￥ １家族１回100円　 主 パルちゃん広場ぽっかぽか

日　　　時 場　　　所

枚方 ７月５日（火）10：00～12：00
８月２日（火）10：00～12：00

枚方組合員会館
（枚方市大垣内町３）

寝屋川
７月11日（月）10：30～13：30 寝屋川組合員会館（寝屋川市大利町20）

阿倍野 ７月５日（火）10：00～12：00 阿倍野組合員会館
（阿倍野区阪南町６）

城東 ７月４日（月）・７月11日（月）・
８月１日（月） 各10：30～12：00

城東組合員会館
（城東区成育１）

つるみ店 ７月13日（水）10：30～12：00 つるみ店２階　組合員集会室
（鶴見区横堤５）

星ヶ丘店 ７月15日（金）10：00～12：00 星ヶ丘店２階　組合員集会室
（枚方市星丘３）

守口

７月７日（木）10：30～12：45 パル守口福祉センター２階
守口組合員集会室（守口市大枝東町14）

今津 ７月11日（月）10：30～12：00 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）

※�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。

たまにはランチでおしゃべりしましょ♡ 軽食を用意します。
希望の方は１家族300円（参加費込）。離乳食はご持参ください。

いきいき昼食会　季節の料理を　　いただきましょう

Ｍ �エビとアボカドのフリット、たま
ごのコロッケ、ゴーヤの元気フラ
イ、トマト・きゅうり・山いもの和
えもの、オクラ・人参・かぼちゃの
サラダ、ソーメンサラダ、デザー
ト（ずんだもち）

締 ７月12日（火）
主 いきいき昼食会仁和寺

日時　７月14日（木）11：50～13：30
場所　仁和寺組合員集会室
　　　（寝屋川市仁和寺本町３）

仁和寺

“ホッと一息”できる場を提供してい
ます。
Ｍ �肉うどん、いなり寿司（吸い物付）、
コーヒー・アイスコーヒー・紅茶・
オレンジジュース（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　７月19日（火）11：00～14：00
場所　寝屋川組合員会館１階
　　　（寝屋川市大利町20）

以下2会場とも 対 65歳以上の方 ￥ 500円

Ｍ �五色丼、ナスの炒め煮、酢の物、
すまし、デザート、コーヒーか紅茶

締 ７月12日（火）
主 いきいき昼食会阿倍野

日時　７月14日（木）11：30～13：00
場所　阿倍野組合員会館
　　　（阿倍野区阪南町６）

あべの
楽しく、きびしく、仲間たちと稽古に
励んでいます。深く長い呼吸ととも
に、身体を動かして演舞します。白鶴
の舞と八段錦を行います。
対 大人の方ならどなたでも
持 飲料、タオル、上靴
￥ 500円　 定 10名
締 ７月８日（金）

講座一日体験教室「太極拳」
日時　７月18日（月）10：00～11：30
場所　城東組合員会館４階
　　　（城東区成育１）

「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☆

※�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。

■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！！

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。

募集！!

◦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　

写真もご一緒に

私たちの「選ぶチカラ」

海外の事例から学ぶ
電力自由化の可能性

第２回の講師は飯田秀男さん（全大阪消費
者団体連絡会　事務局長）。今回の電力自
由化は、私たちにとって国のエネルギー政
策に関われるチャンスでもあります。私た
ちの選択が創る「電力自由化の未来」につ
いて、一緒に考えてみましょう。消費者被
害の事例も紹介していただく予定です。

第３回の講師は豊田陽介さん（気候ネット
ワーク　主任研究員）。電力自由化が進む海
外ですが、各国の電力事情はどうなってい
るでしょうか。さまざまな事例から、日本の
電力自由化の可能性を考えてみましょう。

C
カ ー サ
ASA　地球環境市民講座

報告：コープでんき（大阪いずみ市民生協）

報告：泉佐野電力とLooopでんき

日時　第２回：７月16日（土）13：30～16：30
　　　第３回：７月30日（土）13：30～16：30
　　　（受付はともに13：00～）
場所　ドーンセンター ５階 大会議室２
� （大阪市中央区大手前１丁目３番49号）
アクセス
http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html
※単独でも受講いただけます。
※�詳細はCASAホームページをご覧ください
　（http：//www.bnet.jp/casa/）
参加費　資料代として500円

〈申し込み・問い合わせ先〉CASAまで
直接事前にお申込みをお願いします。
　☎ 06-6910-6301（平日 11：00～17：00）
　FAX 06-6910-6302
　E-mail：office@casa.bnet.jp
共催：地球環境市民会議（CASA）、
　　　自然エネルギー市民の会（PARE）、
　　　全大阪消費者団体連絡会
※パルコープも加盟しているNPO法人です

電力自由化を考える

第２回

第３回

◦�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）

（例）

パル子ちゃん
募金スタンプ
発売中です

　おおさかパルコープのキャラクター
「パル子ちゃん」が６月１日からLINE
スタンプになって登場しました！色ん
な表情のパル子ちゃんスタンプが40種
類１セット120円でご利用
いただけます。購入してい
ただいた収益は全てユニセ
フに募金いたします。
　パル子ちゃんは、実は（主婦の気持
ちが分かる）小学２年生なんです。皆
さんご存知でしたか？愛嬌のあるパル
子ちゃんスタンプ、どんどん使ってく
ださいね（^�^）

ご購入はこちら→
http://line.me/S/sticker/
1256650

LINE（ライン）
で使えます

詳しくはホームページをご覧ください


