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おいでよ！パル！「石けん生活」 いわき・郡山  参加申込み書〆切：7/10（金） 

組合員番号 連絡先℡ 

お名前 ゲストのお名前 

 

キリトリ

※新型コロナウイルス感染防止の為、延期または中止になる場合があります。ご理解、ご協力をお願い致します。 

＊いわき会場：いわきセンター みんなの交流館 

日時：７月 21 日（火）10：00～12：00 

＊郡 山 会 場：郡山センター 組合員活動室 

日時：7 月 28 日（火）10：00～12：00 

＊筆記用具をご持参ください。参加費は無料。託児ありません。 

     ☆参加者にはお楽しみプレゼントがあります☆ 

◆お問合せ先： いわきセンター フリーダイヤル 0120-460-460 

        郡山センター  フリーダイヤル 0120-972-982 

石けんで洗った清潔感。日々のくらしの中で「きれい！」という感動をみつけて欲

しい。身近な環境を大切に思うライフスタイルをパルシステムで始めましょう！

「とろとろクリーム石けん」を作ります。お掃除もきっと楽しくなりますよ。 

石けん生活 

きれい！をずっと 

【お知らせ】 新型コロナウイルス感染予防の取り組みにて、活動が休止していた組合員活動

ですが、この度【ウエルカム！パル福島】から名称が変わった【おいでよパル】から活動を再

スタート致します。感染予防対策をしっかり行い、参加者も講師も安心して参加できるように

準備いたします。密を避けるため、暫くの間は託児を行いません。ご理解ご協力、宜しくお願

い致します。今週は 3 企画の案内があります！宜しくお願い致します☆ 
NPO法人いわき環境研究室

いわき地域の環境についての調査研究、政策提言、教育支援などの事業を行っている
NPO法人で、平成19年に設立され活動を行っています。

東日本大震災の後は、海岸の空間放射線量の測定や砂の放射能の測定も行っています。

また、パルシステム連合会の「地域づくり基金」の助成を受けていわき市内の3か所（平平窪・

湯の岳・田人）に自然エネルギーの活用を学ぶ施設を設置し活用を進めています。

『 夏休み理科自由研究支援講座』 中止のお知らせ

パルシステム福島とNPOいわき環境研究室の共催により、7月19日に開催を予定していた

「夏休み理科自由研究支援講座」は、新型コロナウイルス感染症の影響によって小学校の夏休

みが短縮され、「小学校理科作品展」が中止になったことから、本年度は中止とさせていただき

ます。

毎年たくさんの皆様にご参加いただいていて残念ですが、ご理解をお願いします。

なお今後の状況によりますが、9月以降に身近な科学や環境に親しむ「小学生科学実験教室」

（仮称）の開催を検討しています。開催の際には多くの皆様のご参加をお待ちしております。

順調に育っていますか？

季節は梅雨の真っただ中、夏本番まではしばらくかかりますが、グリーンカーテンの成長具合は

いかがでしょうか？ 新型コロナウイルス感染症の影響で「おうち時間」が長かった今年は、初め

て家庭で園芸に取り組んだという方も多かったようです。

天候に左右されることも多い植物栽培ですが、楽しんで育てていきましょう！

行政などでも募集されていますが、パルシステム福島環境委員会の「グリーンカーテンコンテス

ト」の応募に必要なものは以下の通りです。

応募先など詳しい内容は、8月に再度お知らせします。写真は成長中と最盛期の正面全景２枚

以上でお願いしています。撮影のチャンスを逃さないようにご用意ください。

――――― 応募に必要なもの ―――――

① 写真（カラーL版以上） ２枚以上

グリーンカーテン全体がわかるもので、成長途中と最盛期など外から写したもの

② 植物の名前、グリーンカーテンの大きさ（横幅×高さ）

③ グリーンカーテンの効果、栽培の苦労などのコメント

④ 組合員番号、名前、電話番号、栽培歴 （○年）
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おいでよ！パル！「石けん生活」 いわき・郡山  参加申込み書〆切：7/10（金） 

組合員番号 連絡先℡ 

お名前 ゲストのお名前 

 

キリトリ

※新型コロナウイルス感染防止の為、延期または中止になる場合があります。ご理解、ご協力をお願い致します。 

＊いわき会場：いわきセンター みんなの交流館 

日時：７月 21 日（火）10：00～12：00 

＊郡 山 会 場：郡山センター 組合員活動室 

日時：7 月 28 日（火）10：00～12：00 

＊筆記用具をご持参ください。参加費は無料。託児ありません。 

     ☆参加者にはお楽しみプレゼントがあります☆ 

◆お問合せ先： いわきセンター フリーダイヤル 0120-460-460 

        郡山センター  フリーダイヤル 0120-972-982 

石けんで洗った清潔感。日々のくらしの中で「きれい！」という感動をみつけて欲

しい。身近な環境を大切に思うライフスタイルをパルシステムで始めましょう！

「とろとろクリーム石けん」を作ります。お掃除もきっと楽しくなりますよ。 

石けん生活 

きれい！をずっと 

【お知らせ】 新型コロナウイルス感染予防の取り組みにて、活動が休止していた組合員活動

ですが、この度【ウエルカム！パル福島】から名称が変わった【おいでよパル】から活動を再

スタート致します。感染予防対策をしっかり行い、参加者も講師も安心して参加できるように

準備いたします。密を避けるため、暫くの間は託児を行いません。ご理解ご協力、宜しくお願

い致します。今週は 3 企画の案内があります！宜しくお願い致します☆ 
NPO法人いわき環境研究室

いわき地域の環境についての調査研究、政策提言、教育支援などの事業を行っている
NPO法人で、平成19年に設立され活動を行っています。

東日本大震災の後は、海岸の空間放射線量の測定や砂の放射能の測定も行っています。

また、パルシステム連合会の「地域づくり基金」の助成を受けていわき市内の3か所（平平窪・

湯の岳・田人）に自然エネルギーの活用を学ぶ施設を設置し活用を進めています。

『 夏休み理科自由研究支援講座』 中止のお知らせ

パルシステム福島とNPOいわき環境研究室の共催により、7月19日に開催を予定していた

「夏休み理科自由研究支援講座」は、新型コロナウイルス感染症の影響によって小学校の夏休

みが短縮され、「小学校理科作品展」が中止になったことから、本年度は中止とさせていただき

ます。

毎年たくさんの皆様にご参加いただいていて残念ですが、ご理解をお願いします。

なお今後の状況によりますが、9月以降に身近な科学や環境に親しむ「小学生科学実験教室」

（仮称）の開催を検討しています。開催の際には多くの皆様のご参加をお待ちしております。

順調に育っていますか？

季節は梅雨の真っただ中、夏本番まではしばらくかかりますが、グリーンカーテンの成長具合は

いかがでしょうか？ 新型コロナウイルス感染症の影響で「おうち時間」が長かった今年は、初め

て家庭で園芸に取り組んだという方も多かったようです。

天候に左右されることも多い植物栽培ですが、楽しんで育てていきましょう！

行政などでも募集されていますが、パルシステム福島環境委員会の「グリーンカーテンコンテス

ト」の応募に必要なものは以下の通りです。

応募先など詳しい内容は、8月に再度お知らせします。写真は成長中と最盛期の正面全景２枚

以上でお願いしています。撮影のチャンスを逃さないようにご用意ください。

――――― 応募に必要なもの ―――――

① 写真（カラーL版以上） ２枚以上

グリーンカーテン全体がわかるもので、成長途中と最盛期など外から写したもの

② 植物の名前、グリーンカーテンの大きさ（横幅×高さ）

③ グリーンカーテンの効果、栽培の苦労などのコメント

④ 組合員番号、名前、電話番号、栽培歴 （○年）



＊お預かりした個人情報は、参加者の集約・詳細連絡の目的以外には使用いたしません。 
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パルシステムでんきお話し会＆ペーパークイリングフォトフレーム教室 参加申込み書〆切：7/10（金）

組合員番号 連絡先℡ 

お名前 ゲストのお名前 

 

※新型コロナウイルス感染防止の為、延期または中止になる場合があります。ご理解、ご協力をお願い致します。 

キリトリ 

☆日時：7 月 22 日（水）10：00～12：00 

☆会場：郡山センター 組合員活動室 

☆参加費：200 円 ※託児はありません 

＊お問合せ先 フリーダイヤル 0120-972-982 郡山センター 

☆ご自宅で試せるパルシステム商品のお土産付きです！ 
画像はイメージです 

「わたしの家は切り替えできるのかしら？」「手続きは面倒じゃない？」

などパルシステムでんきに興味のある方もない方も、ものづくり大好きさ

んも、そうでない方もお気軽にご参加ください。ゲスト参加も OK です。

お話し会＆クラフト教室 

パルシステム福島公式 LINE・ 

インスタグラム始めました！ 
パルシステム福島のイベント情報や商品の案内など、 
皆さんのお役立ち情報を配信いたします。お楽しみに！ 
そして、palsystemfukushima インスタグラムも始まりました。
パルの商品を使ったお料理を随時アップしています！！ 
そちらもご覧くださいね！ 

登録してね  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライフプラン委員会 セミナー＆おしゃべりカフェ参加申込書  7 月 10 日（金）〆切 
組合員番号 電話番号 
氏 名 参加希望日に○印をお願い致します 

7 月 29 日（①いわき）8 月 5 日（②いわき・③郡山） 

きりとり 

新たな日常生活への備え 

《お金の貯め方・使い方》 

＊パックのお茶の提供は行いますがお茶菓子等の提供は中止し、代わりにお土産としてパルシステムの商品をお持ち

帰り頂くよう準備いたします。 

＊新型コロナ感染症予防のため、急遽セミナーが中止になる場合がありますので、ご了承ください。 

＊申込用紙は配達担当者に直接渡して頂くか、分かり易いように注文書と一緒に提出してください。 

＊お預かりした個人情報は、参加の集約・詳細連絡の目的以外には使用いたしません。 

【ステイホーム】という言葉が日常になり、今までの生活が一変してしまいました。 

日常の変化で様々な心配の種が芽生え、不安に感じている方もたくさんいらっしゃるかと 

思います、私もそんな一人です。そんな不安の解消になればと・・・ライフプラン委員会 

メンバーが『セミナー＆おしゃべりカフェ』を開催します。 

第 2波も来ると言われる中、備えはどうすればいいのか？  

セミナーを通して得た知識とコロナに負けない心も一緒に準備しましょう！！ 

【いわき会場】 

☆日  時：7月 29 日（水）10：00～11：30 セミナー 

      8月 5 日（水）10：00～11：30 おしゃべりカフェ 

    ＊両日参加出来ることが無理な場合は、どちらか一日でも構いません。 

☆場  所：いわきセンター みんなの交流館   ☆募集人数：20名 

☆講  師：大川幸子氏・阿部恵子氏（ファイナンシャル・プランナー） 

       おしゃべりカフェは、LPA メンバーが担当します 

☆託  児：ありません   ☆参加費：100 円/1 回（資料代・お茶・お土産） 

☆お問合せ：いわきセンター （0120－460－460） 

【郡山会場】 

☆日  時：8月 5 日（水）9：30～12：00 セミナー＆おしゃべりカフェ 

☆場  所：郡山センター  ☆募集人数：10名 

☆講  師：大川幸子氏・阿部恵子氏（ファイナンシャル・プランナー） 

☆託  児：ありません   ☆参加費：100 円（資料代・お茶・お土産） 

☆お問合せ：郡山センター（0120－972－982） 

募集締切 
7 月 10 日（金）

 
募集締切

7月10日（金）
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☆参加費：200 円 ※託児はありません 
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画像はイメージです 
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んも、そうでない方もお気軽にご参加ください。ゲスト参加も OK です。

お話し会＆クラフト教室 

パルシステム福島公式 LINE・ 

インスタグラム始めました！ 
パルシステム福島のイベント情報や商品の案内など、 
皆さんのお役立ち情報を配信いたします。お楽しみに！ 
そして、palsystemfukushima インスタグラムも始まりました。
パルの商品を使ったお料理を随時アップしています！！ 
そちらもご覧くださいね！ 
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ライフプラン委員会 セミナー＆おしゃべりカフェ参加申込書  7 月 10 日（金）〆切 
組合員番号 電話番号 
氏 名 参加希望日に○印をお願い致します 

7 月 29 日（①いわき）8 月 5 日（②いわき・③郡山） 

きりとり 

新たな日常生活への備え 

《お金の貯め方・使い方》 

＊パックのお茶の提供は行いますがお茶菓子等の提供は中止し、代わりにお土産としてパルシステムの商品をお持ち

帰り頂くよう準備いたします。 

＊新型コロナ感染症予防のため、急遽セミナーが中止になる場合がありますので、ご了承ください。 

＊申込用紙は配達担当者に直接渡して頂くか、分かり易いように注文書と一緒に提出してください。 

＊お預かりした個人情報は、参加の集約・詳細連絡の目的以外には使用いたしません。 

【ステイホーム】という言葉が日常になり、今までの生活が一変してしまいました。 
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第 2波も来ると言われる中、備えはどうすればいいのか？  

セミナーを通して得た知識とコロナに負けない心も一緒に準備しましょう！！ 
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☆日  時：7月 29 日（水）10：00～11：30 セミナー 

      8月 5 日（水）10：00～11：30 おしゃべりカフェ 

    ＊両日参加出来ることが無理な場合は、どちらか一日でも構いません。 

☆場  所：いわきセンター みんなの交流館   ☆募集人数：20名 

☆講  師：大川幸子氏・阿部恵子氏（ファイナンシャル・プランナー） 

       おしゃべりカフェは、LPA メンバーが担当します 

☆託  児：ありません   ☆参加費：100 円/1 回（資料代・お茶・お土産） 

☆お問合せ：いわきセンター （0120－460－460） 

【郡山会場】 

☆日  時：8月 5 日（水）9：30～12：00 セミナー＆おしゃべりカフェ 
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☆講  師：大川幸子氏・阿部恵子氏（ファイナンシャル・プランナー） 
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