
パルシステム公式 パルシステム公式

Twitter      
パルシステム福島 パルシステム福島

ホームページ

No.548  （2020.9.28）

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 フリー開放申込書（参加日１０／２１・１１／１８・１２／１６）  

組合員番号 お名前 電話番号 

お子様のお名前 (ふりがな) 

                 

（        ） 

お子様の年齢 

      才   ケ月 

  ○親子で自由に郡山センターで遊んでください❤ 

  ○時間内なら いつ来ても、いつ帰ってもＯＫです❤ 

  ○ＳＴＡＦＦの託児はありません・・・ 

○コロナウイルス対策をしてお待ちしています❤  

○コロナウイルス感染予防のため、今年度は申込制で 

 人数制限をして行ないます❤ 

            

       募集人数：親子５組 

       参 加 費：無料 

       申込締切：各開催日１週間前まで 

時 間： １０：００ ～ １２：００ 

開放日：１０月２１日（水）・１１月１８日（水）・１２月１６日（水） 

※ 申込書は配達担当者に直接渡して頂くか分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。 

※ コロナウイルス感染拡大により、急遽中止となることがありますので、ご了承ください。  

キ リ ト リ

お問合せ 

郡山センター 

ＴＥＬ：0120-972-982

※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。

参加者全員の名前 （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）

なまえ 学年又は年齢 なまえ 学年又は年齢

なまえ なまえ

＜星空観察会＞ 参加申込書 10/9（金） 締切

組合員の名前 組合員番号

電 話 番 号

☆ 日 時： １０月２４日 （土） １７：３０ ～ １９：３０ （ 受付：１７：００ ～）

☆ 会 場： みんなの交流館 ＆ 駐車場 （いわきセンター）

いわき市常磐西郷町落合278 TEL：0246-43-1555
☆ 募集定員： ２０名程度 （小学生以上） 応募多数の場合は抽選

申込者には郵送で確認の通知を送付します

開催の３日前までに届かない場合はお問い合わせください

☆ 参 加 費： 無料

☆ 持 ち 物： 夜は冷え込むこともあります

念のため上着や虫除け、軽食など各自の判断でご準備ください

☆ 申込〆切： １０月９日 （金）

☆ 問い合わせ： いわきセンター

（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）0120-460-460 （FAX ） 0246-43-0247   組合員活動室まで

き り と り

「星空観察会」は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっている

ところも多くなっていますが、ご指導くださる「いわき天文同好会」の皆さんと相談の結果、

今年もいわきセンター「みんなの交流館」と駐車場を会場にして行うことにいたしました。

感染症対策のため、これまでのように直接望遠鏡を覗いて見るのではなく、望遠鏡の映像をモ

ニターにつないでの観望となりますが、今年ならではの貴重な体験となることと思います。

見所は、観望の好機を迎えている火星、木星、土星、そして上弦の月です。

講師は、天文通信でもおなじみの、福島県環境アドバイザー「いわき天文同好会」会長の桂伸

夫さん。いわき天文同好会の皆さんもご協力くださいます。桂さんは環境委員会のメンバーでも

あります。

くもりや小雨の場合は室内で映像を用いて実施しますが、大雨の場合は中止とします。

中止の連絡はしませんので午後5時までに電話で問い合わせるか、各自の判断でお願いします。

※今後の感染症の拡大状況によっては開催が中止となる場合もありますのでご了承ください。
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前回ご紹介しました理事のお仕事について理事長以外の理事は以下の担

当を担っています                     後篇 

2020 年度 パルシステム生活協同組合連合会の下の委員会担当理事 

＊毎月 1 回 東新宿にあるパルシステム連合会の会議に出席 

・商品委員会（阿部）     ・産直委員会（矢吹）   ・環境委員会（池端） 

・地域活動委員会（影山）   ・地域づくり基金運営委員会（遠藤）〈不定期〉 

・組合員開発商品担当（藤井） ＊生産者・消費者協議会（矢吹） 

2020 年度 パルシステム共済生活協同組合連合会の下の委員会 

・たすけあい活動委員会（今田）〈隔月〉 

2020 年度 福島県生活協同組合連合会・担当理事 

・コヨット（影山・阿部）〈隔月〉 ・ユニセフ（遠藤・影山）〈不定期〉 

2020 年度 いわき市関連   ＊1 年に数回、いわき市の会議に出席 

・いわき市消費者生活対策委員（今田） 

・いわき市廃棄物減量等推進委員・いわき市環境審議会委員（池端） 

2020 年度 パルシステム福島の下の委員会担当者  ＊毎月開催 

・商品委員会（石橋）    ・産直委員会（高野理事長・小宅） ・環境委員会（池端） 

・ライフプラン委員会（阿部） ・ぱるっ子クラブ（遠藤・片山）  ・わいわいクラブ（藤井） 

・くらし委員会（影山）    

2020 年度 パルシステム福島の下のエリア委員会担当者  ＊1 年に 2～３回開催 

・中央台エリア（矢吹）   ・湯本エリア（片山）     ・平第２エリア（小宅） 

・平第 4 エリア（小宅）   ・小名浜エリア（遠藤・石橋） ・四倉エリア（池端） 

・永崎エリア（今田）    ・好間エリア（今田）     ・勿来エリア（矢吹） 

・郷が丘エリア（石橋・池端） 

 

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)  

 

Zoom の使い方について     
コロナ禍の中、これからの新しい生活様式として Zoom を使ったイベン

ト（産地とつながろう ほんもの実感！）が開催されます。Zoom に慣れ

ていないからと参加を躊躇せず、簡単に参加できることを知って、ご自宅

でも気軽に参加できる体制を作りましょう！！ 

 

事前準備  PC(パソコン)の方は【Zoom】と検索し、サイトに入る 

スマホ・タブレットの方はアプリをダウンロード 

1. Zoom に使用する Email を入力し「サインアップ」ボタンをクリック 

2. 確認画面が出るので、問題なければ「サインアップ」をクリック 

3. ”案内メールを送信しました”と表示されたら、登録した Email を確認 

4. 確認メールの中に「有効化する」という青いボタンがあるのでこちらをクリック 

5. 次に登録者の姓名、パスワードを入力する画面があるので、こちらを入力し  

オレンジ色のボタンを押す 

6. 「他の人を Zoom に招待しますか?」と尋ねられるので、「スキップ」ボタンを選択

しましょう 

7. この後に Zoom のダウンロードボタンが表示されるので、クリックするとダウンロ

ードが開始されます 

 

ミーティングに参加するための使い方 

＊主催者（ホスト）に事前にメールアドレスを知らせておくこと 

1. Zoom 参加者にはホスト側から招待 URL や招待メールが届く 

2. 招待 URL をクリック 

3. すでに Zoom をダウンロードし、インストールが完了していれば Zoom のアプリ

が起動し画面表示されます 

4. その際に、ビデオをオンにするか、オフにして参加するかを尋ねられるので選ぶ 

5. 音声も”どのように音声会議に参加しますか＂と尋ねられるので「コンピューター

オーディオに参加する」を選択 

6.  あとは、招待者の承認を待つだけです 

＊ホストからミーティング ID とパスワードが届く場合はそちらを入力する 

 

無料で使用できる Zoom の時間は３人以上のグループでは４０分までです。また、Zoom

は通信料がかかるため、WI-FI の環境が整っているところで行うようにしたほうが良いです。 
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