ひらせん情報紙６５号 ２０１９年 5 月

ひらせんナビ ５月号
特定非営利活動法人ひらかた市民活動支援センターが、ＮＰＯや市民活動のイベント情報やメンバー募集をお知らせします。

５/8
（水）

創業・起業塾

参加者募集

日時：5 月 8 日(水)13：00～（毎月第２(水）開催)
場所：枚方市市民会館 ３階
参加費：1000 円/回
指導：竹村 之宏氏（多摩大学名誉教授・経営学）
申込・問合先：歴史と趣味の会 (担当：大谷)
TEL：090-3272-7324
FAX：072-844-4041

５/11
（土）

感情マネジメントセミナー

日時：5 月 11 日(土)13：00～17：00
場所：大越なごみの森診療所
（枚方市東香里元町 28-18 ストークビル）
参加費：3000 円
定員：20 人
申込・問合先：NPO 法人日本予防医療ネットワーク
（担当：綿貫）
TEL：070-5340-2758

5/12
（日）

和太鼓体験会

日時：5 月 12 日(日)10：00～11：00
場所：寝屋川市立エスポワール多目的ホール
対象：高校生~50 歳まで
定員 20 人
参加費：500 円
申込・問合先：NPO 法人雅夢（がむ）（担当：内田）
TEL：090-8752-0336
FAX：072-829-4461
Email：npo.gamu@nifty.com

5/15
（水）

第５回 地域と親子のひろばに

癒しとアロマがやってきた

地域の方々どなたでも、子育てママも、笑って元気に
なって癒されてください。保育士による見守り保育あり。
日時：5 月 15 日(水)10：15～15：30
場所：くずは生涯学習市民センター 大集会室・和室
※入場無料、予約なし。ブースによっては 500 円必要。
無料で体験できるところもあります！
問合先：かおりのｗａ（担当：市川）
TEL：080-2423-8604

５/11
（土）

七宝サロン

日時：5 月 11 日(土)10：00～12：00
場所：ラポールひらかた 4 階福祉団体共用ルーム
参加費：材料費 300 円～(障害者は 500 円まで無料）
※当日 11：30 までに直接会場にお越しください。
問合先：NPO 法人ひまわり七宝
TEL/FAX：072-867-0251

５/12
（日）

ＷＥＮＴ
第 12 回定期演奏会

日時：5 月 12 日(日)13：30 開演
場所：寝屋川市民会館 大ホール
入場料：無料
曲目：ディズニーファンティリュージョン！
たなばた ほか
問合先：WENT (担当：速水)
Email：went1003@yahoo.co.jp

5/14(火)
乳幼児サークルごまめちゃん
5/31(金)
大切な幼児期に、畑のお野菜の収穫や外遊びを基本に、
自然の中で、いろんな体験をします。
日・内容：5 月14 日(火)「よもぎ団子作り＆お花の寄せ植え」
5 月31 日(金)「野菜スタンプでオリジナル T シャツを作ろう！」
時間・場所：各10：30～・氷室の畑（毎月第2(火)・第4(金)）
参加費：材料代、定員：10 家庭（1 週間前に締切）
申込・問合先：枚方中部おやこ劇場
TEL/FAX：072-807-6022
Email：hcoyako@gmail.com

5/25
（土）

プレーパーク

こうりがおか

～桑ヶ谷の森であそぼう！～
日時：5 月 25 日(土)13：30～16：00
（毎月第 4(土)活動）※荒天時は中止。
集合場所：南部生涯学習市民センター
参加費：無料、持ち物：帽子、タオル、飲み物
※汚れてもいい服装、虫よけ対策をして来てください！
問合先：ひらかた市民活動支援センター（担当：中村）
TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532
Email：info@hirakatanpo-c.net

ひらせんナビ 2019 年５月（６５号）

5/19(日)
5/30(木)

音楽でリフレッシュ！

快い音でゆったりとした楽しい時間を仲間と一緒に思いっ
きり声を出して心身共にリフレッシュしませんか？
日時：5 月 19 日(日)14：00～15：30
場所：南部生涯学習市民センター 2 階音楽室
日時：5 月 30 日(木)13：00～14：30
場所：サンプラザ生涯学習市民センター ５階視聴覚室
参加費：500 円（初回無料）
申込・問合先：音楽でリフレッシュ！ (担当：中嶋)
TEL：072-840-5493

5/25
（土）

枚方マンション管理
セミナー・交流会

マンション管理組合の広報活動の重要性、雑排水管の
清掃と更新、なんでも相談会などを行います。
日時：5 月 25 日(土)13：30～16：30
場所：枚方市市民会館 1 階第 3・4 集会室
参加費：無料
問合先：枚方マンション管理組合連合会
TEL：090-3825-9751（担当：立石）
Email：kuripon509@zeus.eonet.ne.jp
(担当：大森)

6/16
（日）

親子マジック教室

5/19
（日）

第５回

とっておきの音楽祭 in ひらかた

障がいのあるなしにかかわらず、どんな人も参加できる
音楽のチカラで心のバリアフリーを目指す音楽祭です！
日時：5 月 19 日(日)10：20～16：10
場所：①ニッペパーク岡東中央 ②ビオルネ正面玄関前
※入場無料。飲食ブースや手作り雑貨のお店あり。
ゆるキャラたちも応援に来てくれますよ！
問合先：とっておきの音楽祭 in ひらかた実行委員会
TEL：090-1597-9784
Email：gabu2828@gmail.com

5/31
（金）

児童文学作家

楠 章子氏講演会

楠さんの心やすらぐ作品に込められたお話をいっしょ
に聴いてみませんか？
日時：5 月 31 日(金)10：00～12：00
場所：枚方市市民会館 1 階第 4 集会室
参加費：2000 円/年(年５回講演会、５回読書会など)
問合先：こどもと本「香里ケ丘市民学級」
TEL・FAX：072-845-3615（担当：西原）
TEL・FAX：072-848-3984（担当：更谷）

募集

全国ネットのＮＰＯ法人

ナルク枚方拠点「天の川クラブ」
会員募集

日時：6 月 16 日(日)14：00～16：30
場所：メセナひらかた会館 ５階第３会議室
ボランティアをしませんか？
参加費：500 円/１組（教材費込）
時間預託活動・奉仕活動・文化スポーツ活動
定員：先着 10 組(１組につき 3 人まで可) ※6/7(金)締切。 時間預託は、ボランティアをした時間を積み立て、利用
申込・問合先：マジシャンクラブ M（担当：林）
することができます。
〔枚方市ボランティアセンター登録団体〕 会費：3000 円／年（夫婦の入会でも 3,000 円）
TEL：080-1422-8782
問合先：NPO 法人 NALC「天の川クラブ」
FAX：072-858-3650
TEL 072-846-3975
Email：rikutsugumi@hi3.enjoy.ne.jp
http://hk-nalc.jp

6/16
（日）

ひらかた防災学校
ボランティア募集

一緒に防災を学びながら、お手伝いください！
日時：6 月 16 日(日)9：00～16：00(うち 1～2 時間程度）
場所：枚方市市民会館大ホールロビー、小ホールほか
活動内容：防災ゲームの補助、保育、警備、案内など
※12 時前後の活動には昼食支給あり。
申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター
（担当：重村）TEL：072-805-3537
FAX：072-805-3532
Email：info@hirakatanpo-c.net
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情報紙「ひらせんナビ」では、月１回、
ＮＰＯなどのイベント情報やメンバー募集、
地域で役立つ情報をお知らせしています。
掲載するためには、
ひらかた市民活動支援センターの
会員または登録団体であることが必要です。
詳しくは、ひらかた市民活動支援センターまで
お問合せ下さい。

