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＊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。 

＊申込書は配送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 
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おいでよ！パル！「我が家の副菜 万能たれで七変化！」いわき 9/4〆・郡山 9/18〆

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。

万能たれはお野菜や豆腐、海藻やキノコ料理にも使えます。作り置きすれば副菜

のアレンジも簡単に！お友達とのご参加も OK です。是非ご参加ください。 

 

我が家の副菜

パルシステムの調味料で作った焼肉のたれと

ニラたれで使った副菜を楽しみましょう！ 

＊いわき会場：いわきセンター みんなの交流館 （20 名募集） 

日時：9 月 14 日（月）10：00～12：00 

＊郡 山 会 場：郡山センター 組合員活動室 （12 名募集） 

日時：9 月 30 日（水）10：00～12：00 

＊持ち物：筆記用具、マスク  *調理はありません 

参加費無料。託児はありません。（応募者多数の場合抽選あり） 

◆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 
写真はイメージです

☆簡単な試食とお楽しみプレゼントがあります☆ 

「水辺の観察会」は、昨年秋の台風等で夏井川水系が洪水被害に見舞われたことと、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で例年の開催時期である7月開催を見送っておりましたが、9月末

に時間を短縮して開催いたします。今後の感染症の状況によっては変更もあり得ますが、水生

生物の採集や観察、水質調べなどを通して川への理解を深めるプログラムを準備中です。

雨天の場合は、小川公民館で室内でのプログラムを行います。親子はもちろん、大人だけの参

加も大歓迎！ 中学生、高校生にとっても興味深い内容です。２，３歳の幼児には難しい内容も

ありますが、家族と一緒の参加については問題ありません。お誘い合ってご参加ください。

第６回

日 時： ９月２７日（日） ９：３０～１２：００ 雨天決行

場 所： 下田川 （夏井川支流・いわき市小川町内）

集合･解散： いわき市小川公民館 （TEL：0246-83-2168）
いわき市小川町上小川字下广門(かみおがわあざしもまかど) 44-2

募集定員 ： １５名程度（小学生以下は保護者同伴・応募者多数の場合は抽選）

申込者には郵送で当落の結果を含めて連絡します

開催３日前までに通知が届かない場合はお問い合わせください

参 加 費 ： 無料 ☆ 託児： なし

持 ち 物 ： 飲み物・着替え・帽子など（詳細は確定通知でお知らせします）

申込〆切 ： ９月１１日（金）

問 合 せ ： いわきセンター（フリーダイヤル）0120-460-460
（ＦＡＸ）0246-43-0247 組合員活動室まで

※申込書は配達担当者に直接渡していただくか、わかりやす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、参加者の集約、詳細連絡の目的以外には使用いたしません。

き り と り

＜水辺の観察会＞参加申込書

参加者全員（乳幼児も含む）の名前 （高校生以下はふりがなと学年又は年齢もご記入ください）

組合員の名前 組合員番号

電話番号（当日も連絡のつくもの）

9/１1（金）締切

ご指導いただく「夏井川流域住民による川づくり連絡会」の代表世話人である橋本孝一氏は
令和2年度の「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受彰されました。

長年にわたり、夏井川をはじめとする河川の環境保全と、河川に親しむことを目的とした自然
体験や学習支援等、河川環境の保全活動に尽力されていることが認められたものです。

祝

名前

名前

名前

名前

共催：夏井川流域住民による川づくり連絡会
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エコメンくんから「戻す」のお願い

トレーの底にあるのは…。 リサイクルの目印、「Ｒ」マークと
こんせんくんです。

洗って乾かして、通い箱へ
入れればOK!

とくに、油汚れはしっかり
洗ってくださいね。

回収後はリサイクル原料にして、
再び「トレー」に！

あなたの元に「お料理セット」
トレーとなって戻ってきます。

ー 今週のまとめ ー

「お料理はラクに！トレーはリサイクルに！」

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

※「Ｒ」マークがついた商品はカタログでも確認
　できます。

「R」マークのトレーは、3層構造の中心部分に回収したトレーから再生した原料を使用して
います。でも、油汚れや野菜くずなどの汚れがあると、再生したトレーの品質悪化の原因に
なるので再生利用ができません。
限りある資源のためにも、「R」マークトレーの洗浄と回収にご協力をお願いします。
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パルシステム福島仲間づくりスタッフ募集！ 
女性が長く働ける職場です。（勤続 4 年～10 年）が活躍しております。残業もありませんので、家事を

大事にしたい方でも安心して仕事が出来ます。また、小さいお子さんをお持ちの方や学校行事などでのお

休みや勤務時間のご相談もＯＫです。 

〇仕事内容：パルシステムのＰＲ活動をするお仕事です。     

〇勤務地：パルシステム福島 福島市内 郡山市内 

〇出勤曜日：月曜日から金曜日（週 3～4 日勤務） 

〇勤務時間：9：00～17：00（残業無し） 

※月～金曜日出勤。勤務日数・時間についてはご相談ＯＫです 

〇時給：1,020 円+報奨金+交通費 

〇ＧＷ、お盆、年末年始休暇あり。 

●お問い合わせ 10 時～17 時まで 

郡山センター(郡山・福島の方) 0120-972-982 島田(シマダ)  

組合員の皆様に九州豪雨災害支援物資を募ったところ、

たくさんのタオル、マスクなどご支援いただきました。

誠にありがとうございました。 

ピースボート災害支援センターを通して熊本県の被災

地にタオルとマスクを送らせていただきました。またそ

の他に、パルミート山形事業所を通して山形豪雨災害被

災地(村山市・大石田町・河北町・パルミート山形事業

所)と、福島県内の医療生協でコロナ対策のために使用

する布類の不足が生じていましたので、いわき市浜通り

医療生協、福島市内医療生協 2 か所、三春町社会福祉

協議会にも届けさせていただきました。 

各、寄贈先から感謝の言葉をいただいております。組合

員の皆様、感謝申し上げます。  

尚、回収は終了いたしましたので、宜しくお願い致

します。 
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