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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ます。 

募 集 歴史と趣味の会 会員募集！ 

創立６年目！！歴史が好きな方を広く求めます！！ 
歴史講演会を毎月開催してます。 

日時：毎月第１(水)13：30～ 

会場：枚方市老人福祉センター楽寿荘 大集会室 

会費：500 円／月（欠席でも必要） 

申込・問合先：歴史と趣味の会（担当：大谷） 

       TEL/FAX：072-844-4041 

携帯：090-3272-7324 

全国ネットのＮＰＯ法人 

ナルク「天の川クラブ」仲間募集 
募 集 

ボランティアをしませんか？ 
時間預託活動・奉仕活動・文化スポーツ活動 

時間預託は、ボランティアをした時間を積み立て 

利用することができます。 

会費：3,000 円／年（夫婦の入会でも 3,000 円） 

申込・問合先：NPO 法人 ＮＡＬＣ「天の川クラブ」 

       TEL：072-846-3975 

URL：http://hk-nalc.jp 

       枚方市新町 1-6-21-103 モリビル 1 階 

９/１０ 
(土) 

日時：９月 10 日(土)13：00 開場、13：30 開演 

場所：メセナひらかた会館 ２階 多目的ホール 

入場料：無料 

内容：音楽でリフレッシュ！夢 SANSAN による合唱 

尺八・箏・ピアノの生演奏、思い出のメロディー：

フルートアンサンブル・大正琴・ハーモニカ・ 

リコーダー・ハンドベル等の生演奏 

問合先：音楽でリフレッシュ！ (担当：中嶋) 

     TEL：072-840-5493 

音楽でリフレッシュ！ 

10周年コンサート 

日時：9 月 23 日(金) 10：00～12：00 

場所：枚方市市民会館 １階 第３集会室 

講師：玉置 友子氏（絵本学研究所主宰） 

年会費：2,000 円（年間講演５回、読書会等６回分） 

申込・問合先：「こどもと本」香里ヶ丘市民学級 

（担当：西原）TEL：072-845-3615 

（担当：更谷）TEL：072-848-3984 

 

 

 

９/２３ 
(金) 

「こどもと本」講演会 
～ピーター・ラビットとその作者の物語～ 

－ビクトリアス・ポターが残してくれた絵本とその自然－ 

募 集 

WENT（ウェント）は一般の吹奏楽団です。 

演奏会(11/6)に向け、練習に取り組んでいます！ 

全パート団員募集中！詳しくは web ページをご覧くだ

さい。(WENT で検索！) 

練習日時：毎週(土)17：30～21：00 

練習場所：楠葉生涯学習市民センター 

会費：1,500 円／月 

申込・問合先：WENT（担当：岡野） 

Email：went1003@yahoo.co.jp 

WENT 団員募集 募 集 

開講期間：平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月 

講座内容：歴史、語学、PC、美術など 65 科目 

申込期間：平成 28 年 10 月 3 日(月)～12 月 9 日(金) 

     17：00 まで(定員オーバーは抽選あり) 

受講料：本科 53,400 円、SA、実践５２,４００円 

申込：受講生募集要項は各市役所・図書館などにあり 

申込・問合先：NPO 法人 大阪府高齢者大学校 

大阪市中央区法円坂 1-1-35 

       TEL：06-6360-4400 

大阪府高齢者大学校 

平成２９年度受講生募集 

手話を学ぼう！手話で話そう！ 

思ったより、簡単に楽しく、手話で話せます。 

日時：10 月 7 日、14 日、21 日 各(金) 

①10：30～12：00、②13：30～15：00 

③15：30～17：00 

※毎月第 1・２・３(金)に開催しています。 

場所：枚方市宮之阪 3-1-30 宮之阪郵便局同ビル 

受講料：2,000 円／月 

申込・問合先：NPO 法人枚方市手話通訳協会 

TEL：072-807-4928 

 

 

 

募 集 

つばさの会 会員募集 募 集 

つばさの会では、ひきこもり相談会を行っています。

ひきこもりの悩みを抱えている親御さんは、ぜひ一度 

参加してみませんか？詳しくはホームページをご覧くだ

さい。URL：http://www.joke-jp.com/tsubasa 

活動日：毎月第 3 (日) 

活動場所：サプリ村野 北館 3 階 302 号室  

会費：3000 円/年  ※初回は無料、1000 円／回 

申込・問合先：NPO 法人 つばさの会大阪 

       TEL：072-844-2423 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ひらせんナビについて、また、ひらかた市民活動支援

センターインフォメーションに関する申込・問合せ先

は、下記まで。 

９/１３ 
(火) 

丹田呼吸法を用いた気功養成術を学びます。 

日時：9 月 13 日(火)12：30～14：30 

場所：サプリ村野 北館２階 202 号室 

参加費：無料 

持ち物：バスタオル、飲み物 

定員：抽選 15 人 ※往復はがきで申込、９/６必着。 

実施団体：健康体操 五導術 

 

サプリ村野学校  

健康体操１００歳を元気に生きる 

編集・発行 

NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 

〒 573-0042大阪府枚方市村野西町５-１サプリ村野内 

TEL：072-805-3537 ／ FAX：072-805-3532 

E メール：info@hirakatanpo-c.net 

URL：http://hirakatanpo-c.net/ 

私たちは本当に社会に貢献できているのか？ 

最近、振り返って反省することが多い。きっかけ 

は、今までの活動に対して「自己満足ですね」と指

摘を受けたこと。それはちょっと言いすぎじゃな

い？と思ったが、よくよく考えてみると言われても

仕方がないような気がしてきた。 

最近インパクト評価という言葉をよく聞く。イン

パクト評価とは、事業が対象社会にもたらした変化

(インパクト)を測定する評価手法だ。 

今まで、実施者と同じ立場から「こんなことがや

りたい」という思いをいかに形にするかを考えてき

た。これからは、違う視点から、その事業がどれだ

け多くの人を、どれだけ幸せにできるかも考えてい

かなくてはならないと感じている。（中村 仁美） 

９/１４
(水) 

絵本で親子が笑顔になる子育てのコツを学びましょう。

日時：9 月 14 日(水)10：15～11：30 

場所：サプリ村野 北館２階 201 号室 

参加費：500 円 

定員：先着 20 人 ※9/1 より電話で受付 

   ※０歳児は同伴可。 

実施団体：保育ボランティアの会 ひまわりママ 

 

サプリ村野学校 

ひまわり畑の絵本講座 

日時：9 月 11 日(日)9：00～17：00 

※午前、または午後のみの可能 

場所：枚方市市民会館・岡東中央公園の周辺 

活動内容：会場設営、撤収作業、案内所受付、 

来場者誘導、駐輪場整理 ほか 

※1 日活動の方は、昼食対応あり！ 

※学生大歓迎！ボランティア証明書発行します！ 

９/１１ 

(日) 

まちづくりに夢がある方、自分の経験を活かしたい方、 

市民活動をしていて困ったことがある方など・・・ 

毎回いろいろな話題で盛り上がります。 

どなたでもご参加いただけます。お気軽にどうぞ。 

日時：9 月 8 日(木)18：30～20：30 

場所：サプリ村野 南館２階 市民活動研修室 

参加費：無料 

まちづくり井戸端会議 
に参加しませんか？ 

９/８ 

(木) 
ひらかたＮＰＯフェスタ 

ボランティア募集 

身体と脳を活性化！認知症予防にも！ 

日時：9 月 17 日(土)12：15～14：15 

場所：サプリ村野 北館２階 203 号室 

参加費：3,000 円 

持ち物：バスタオル、飲み物 

定員：先着 15 人 ※9/１より電話で受付。 

実施団体：ひらかたハートセラピー協会 

 

サプリ村野学校 脳活！ 
半日ファスティング（断食）＆ヨガ 

９/１７ 
(土) 

９/２６
(月) 

王羲之(おうぎし)の興福寺断碑をお手本に学びます。 

日時：9 月 26 日(月)9：15～11：30 

場所：サプリ村野 北館１階 101 号室 

参加費：1,000 円 

持ち物：あれば習字道具 

定員：抽選 15 人 ※往復はがきで申込、９/12 必着。 

実施団体：れん華会 

 

サプリ村野学校 

書道講座・行書を書く 


