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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。

１０/７～
(金)

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

10/16
(日)

「オハイエ！２」
上映会＆ミニコンサート

日時：10 月 16 日(日) 13：00～16：00
場所：メセナひらかた会館 ２階 多目的ホール
参加費：無料
★映画上映以外に、和太鼓演奏、浪花あんみつ楽団さん
の演奏があります。
問合先：とっておきの音楽祭 in ひらかた実行委員会
事務局 TEL：090-4301-7239
Email：totteokino.ongakusai.hirakata@gmail.com
URL：http://totteoki-hirakata.com/

10/18～
(火)

心理カウンセラー養成講座
体験＆説明会

福祉のお仕事や自分の生活にも役立つ講座です。
日時：10 月 18 日(火)10：30～12：00
日時：10 月 25 日(火)10：30～12：00
日時：10 月 29 日(土) 10：30～12：00
場所：ラポールひらかた
参加費：無料
※詳しくは HP をご覧ください。
申込・問合先：NPO 法人京阪総合カウンセリング
TEL：072-814-7140
URL：http://www.npo-ksc.net/

募 集

大阪府民カレッジ・ひらかた校

受講生募集

平成 29 年４月～平成 30 年３月の期間で、地域に密着
したシルバーアドバイザー養成講座を開講します。
募集要領：10 月 3 日(月)から先着順で 40 人。
各生涯学習市民センターに募集要項あり。
所定の申込書を郵送か持参で。
受講料：26,000 円／年(校外学習は自己負担)
申込・問合先：大阪府民カレッジ(NPO 法人申請中)
TEL：06-6360-4565
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35

10/９ 10/20
(日)・ (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：10 月 9 日(日)14：00～15：30
場所：サンプラザ生涯学習市民センター ５階 視聴覚室
日時：10 月 20 日(木)13：00～14：30
場所：南部生涯学習市民センター ２階 音楽室
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

10/16 11/20
(日)・ (日)

ひきこもり相談会

家族カウンセリングから始まるひきこもりからの回復
～具体的な実例を通して～
日時：10 月 16 日・11 月 20 日
各(日)13：30～17：30
場所：サプリ村野 3 階 交流室
参加費：無料
講師：岡崎 剛先生(メンタルワークス大阪・臨床心理士）
申込・問合先：NPO 法人 つばさの会大阪
TEL：072-844-2423
http://www.joke-jp.com/tsubasa/

10/19 10/22
・ (土)
(水)

秋まつり企画

どんぐり工作

日時：10 月 19 日(水)、22 日(土) 15：00～17：00
※14：00 から、どんぐり拾い
場所：御殿山神社境内 (15：00 社務所前に集合）
参加費：300 円(材料費込み)
定員：10 人(先着順)※事前予約を優先
※小さいお子さんは保護者と一緒にご参加ください。
雨天決行です。
申込・問合先：虹のアトリエ (担当：田中)
TEL：080-5361-0802

募 集

全国ネットのＮＰＯ法人

ナルク「天の川クラブ」仲間募集
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

11/６
(日)

WENT 第１０回演奏会

ＷＥＮＴ(ウェント)は、一般の吹奏楽団です。
演奏会を行いますので、皆さま是非お越しください！
日時：11 月 6 日(日)13：30 開演
場所：枚方市市民会館 大ホール
入場：無料
曲目：シンフォニア・ノビリッシマ、A 列車でいこう
「ウィキッド」セレクション ほか
問合先：ＷＥＮＴ (担当：岡野)
Email：went1003@yahoo.co.jp

10/13
(木)

まちづくり井戸端会議
に参加しませんか？

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：10 月 13 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

10/14
(金)

サプリ村野学校

寄付と支援者を増やすコツとポイント

応援したくなる活動、団体の秘訣を学ぶ基礎編です。
日時：10 月 14 日(金)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
定員：30 人
講師：河合 将生さん(NPO 組織基盤強化コンサルタント・
office musubime 代表)

このイベントの企画から推進に携わって４回目
のフェスタを終了しました。あらためてこのイベ
ントの目的をお伝えすると…地域で活動する
NPO、市民団体の存在とその取り組みを、子ども
から高齢の方まで「遊び・学び・見る」を体験や
体感によって理解と応援をいただくための場とし
て開催しています。そのため、毎年、特別企画を
準備して、より多くの集客を狙っています。
もう一つの目的が、団体が相互に支え合う仕組
みづくりの一機会とすること。普段他の団体に関
わることが少ない状況に対して、このイベントを
通して団体同士が「知る」場となっています。
特別企画では、みんなでシャボン玉を飛ばすイ
ベントをしました。好天の青空に数千個のシャボ
ン玉が舞う！それを追う子ら！そんな様子を団体
の皆と一緒に、空を見上げながら１日を締めくく
ることができました。
（河田 輝彦）

フェルデン・レッスン」

日時：11 月 9 日(水)13：00～15：00
場所：ラポールひらかた ３階 和室
講師：安藤 緑さん（フェルデンクライス国際公認指導者）
定員：15 人(先着順・要予約)
参加費：1,000 円 持ち物：お茶、タオル
申込・問合先：放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」
(担当：豊高) TEL：090-5893-5635(17 時以降)
Email：c-k@love-dugong.net

10/13～ サプリ村野学校
(木)

60 歳からの演劇入門

新しく誕生するシニア劇団のメンバーになりませんか？
日時：10 月 13 日・20 日・27 日・11 月 3 日(各木)
12：30～14：30（全 4 回）
場所：サプリ村野 北館２階 203 号室
参加費：無料
定員：抽選 18 人 ※往復はがきで申込、10/6 必着。
実施団体：スティックシアター

10/17
(月)

サプリ村野学校

ソウタシエのブローチ作り

ヨーロッパの伝統的なコード刺しゅうのブローチ作り
をします。
日時：10 月 17 日(月)9：30～11：30
場所：サプリ村野 北館２階 201 号室
参加費：2,500 円(材料費込み)
定員：先着 15 人
実施団体：リバリバ工房

10/24
(月)
ひらかた NPO フェスタ 2016 を終えて！

体験講座「体ほぐしの

11/９
(水)

サプリ村野学校

バランスストレッチ

筋肉の弾力性と関節の柔軟を高めるストレッチを中心
に身体のゆがみを整えます。
日時：10 月 24 日(月)10：00～11：15
場所：サプリ村野 北館２階 203 号室
参加費：1,000 円
定員：抽選 20 人 ※往復はがきで申込、10/12 必着。
実施団体：YBC(笑)-スポーツ応援クラブ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。

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/

