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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。 

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 

１２/６ 
(日) 

日時：12 月 6 日(日)13：30～ 

場所：エルおおさか大会議室 

(京阪天満橋駅西へ徒歩 10 分) 

参加費：800 円 

問合先：教科書問題を考える枚方市民の会(担当：松下)  

TEL：090-2110-6547 

 

 

 

「戦争教科書」いらん！ 
-みんなで声あげよう大阪集会- 

１２/５ 
(土) 

「医療的ケア」の必要な子どもたちの現状、今年度の高

校受験についてなどの情報交換を行っています。 

日時：12 月 5 日(土)13：30～16：30 

場所：ラポールひらかた ４階 ミーティングルーム１ 

参加費：１家族 100 円 

※申込は必要ありません。直接会場にお越しください。 

問合先：知的障害者を普通高校へ北河内連絡会  

       (担当：新) TEL：072-867-1120 

       (担当：松森) TEL：090-1960-3469 

 

 

 

１２/９ 
(水) 

みんなといっしょに高校へいきたい！ 

１２月定例会 

日時：12 月 9 日(水)13：30～15：30 

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：20 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 

 

 

 

体験講座「体ほぐしの 
フェルデン・レッスン」 

日時：12 月 26 日(土)13：30 開演 

場所：寝屋川市立中央公民館 講堂 

入場料：500 円（自由席） 

出演者：和太鼓雅、雅っ鼓、雅翔塾、かがやき 

申込・問合先：NPO 法人雅夢 (担当：内田)  

TEL：090-8752-0336 

Ｅmail：npo.gamu@nifty.com 

 

 

 

“春を呼ぶ”  
冬の和太鼓さくらコンサート 

 

１２/２６ 
(土) 

日時：2016 年 1 月 17 日(日)13：00～ 

   ※WENT 出演時間は未定 

場所：楠葉生涯学習市民センター 大集会室 

入場料：無料 

曲目：ゲバゲバ 90 分 

ディズニー・クラシックス・レビューほか 

問合先：ＷＥＮＴ (担当：高橋) 

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

    ※WEＮＴ(ウェント)は、一般の吹奏楽団です。 

 

 

WENT出演 

災害支援チャリティコンサート 
１/１７ 
(日) 

就労・スキルアップを応援します。 

日時：2016 年 1 月 13 日(水)開校 

第１・3（水）19：00～20：00 

場所：北河内ボランティアセンター 

受講料：6 回で 3000 円＋資料代 1000 円 

※12/16 体験 OK！（受講料 500 円） 

申込・問合先：NPO 法人北河内ボランティアセンター  

        TEL/FAX：072-848-4166 

Email：npo-kvc@kit.hi-ho.ne.jp 

 

 

 

TOEIC得点アップ講座 
１/１３ 
(水) 

シルバーアドバイザー(SA)養成講座や、歴史・語学・パ

ソコン・スポーツなどの講座説明会を開催します。 

日時：12 月 5 日(土)14：00～15：30 

場所：ラポールひらかた ４階 大研修室 

※講座の申込締切は 12/11 までです。 

申込・問合先：NPO 法人大阪府高齢者大学校  

        TEL：06-6360-4400 

       E メール：info@osaka-koudai.com 

       URL：http://osaka-koudai.com/ 

 

 

 

大阪府高齢者大学校 
講座説明会 

１２/５ 
(土) 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

小さいながら機能美にあふれた LED などの電子部品を

使って、あなただけのアクセサリーを作りませんか。 

日時：12 月 13 日(日)13：00～15：00 

場所：サプリ村野 

対象：小学生、定員：20 人（定員になり次第締切） 

参加費：500 円 

第２１回やさしさ、ふれあいのまちづくり講座 

ピカピカ光る 
アクセサリーを作ろう 

１２/１３ 
(日) 

フラダンス☆体験レッスン会 募 集 

癒しのハワイアン音楽に合わせて、楽しく踊ってみませ 

んか？運動不足解消にも最適です！未経験者歓迎！！ 

日時：毎週(土)、【大人】10：15～ 

【子ども(5 歳以上)・親子】11：15～ 

場所：楠葉生涯学習市民センター 

参加費：500 円／1 人 

持ち物：動きやすい服装、飲み物 

申込・問合先：ロケラニ・フラサークル（担当：柿沼） 

TEL：090-1028-9982 

ボランティアスタッフ募集 募 集 

私たちと一緒に、施設の子どもたちが笑顔になれる 

ワクワクするような企画を一緒に考えませんか？ 

～1 人でも多くの力が必要です！～ 
募集対象：年齢・性別は問いません。 

守秘義務を守れる方。 

☆さまざまなボランティア企画も同時募集中！ 

申込・問合先：Esperanza(エスペランサ)（担当：岡崎） 

TEL：072-810-6211 

URL：http://www.e-speranza.net/ 

今年もはや１２月ですが、年末と言えば大

掃除！ですが、一体いつから始まった風習な

のでしょうか？  

掃除の文化は古く、飛鳥時代に中国より、

宮中の貴族を中心に普及し、平安時代には庶

民の間にも根付いたとされています。年末の

大掃除は、江戸時代から始まった「煤 (すす )

払い」と呼ばれるものが起源だそうです。一

年の内にたまった埃 (ほこり )や煤を落とすこ

とで、その年の厄や、穢 (けが )れを払うとい

う意味があり、新年に歳神様をお迎えする神

聖な行事とされてきました。  

一年の汚れを落とす時には、今年あったさ

まざまな出来事が思い出されます。一年を振

り返り、新年のさらなる幸福を願う、そんな

事をふと立ち止まって考える機会でもあるか

もしれませんね。       （絹川 千晶） 

 

 

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：12 月 10 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？ 

１２/１０ 

(木) 

クリスマスの絵本の読み聞かせと折り紙を使ったクリ

スマスカードづくりをします。 

日時：12 月５日(土)10：00～11：30 

場所：サプリ村野 南館２階 市民活動研修室 

対象：5 歳以上の子どもと保護者 

定員：１０組（定員になり次第締切） 

参加費：１組 200 円 

■持ち物：のり、はさみ  

絵本と折り紙で 
クリスマスを楽しもう 

１２/５ 

(土) 

日時：2016 年３月 6 日(日)9：00～ 
内容：会場受付、写真撮影、ビデオ撮影、 

企画運営サポート など 
募集人数：10 人程度 
場所：サプリ村野 体育館と周辺 
※当日は、朝から活動の方に 
昼食対応もあります。 

「ひらかた防災学校」 
ボランティア募集 

 募 集 


