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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。

12/10
(土)

里親・はぐくみホーム相談会

12/3 12/10
(土) (土)

グループワーク
参 加 者 募 集

里親から話を聞いてみたい方、里親制度に関心の
ある方等のご相談をお受けします！
日時：12 月 10 日(土)13：30～16：30
場所：ラポールひらかた ３階 研修室２
費用：無料。駐車場あり
内容：養子・養育里親に関する個別相談
※お子さんが遊べるスペースを準備しています。
問合先：ひまわり会（大阪里親連合会 中央支部）
TEL 072-828-0161

まーま・えいど は、育児中のママの味方です
育児について話し合いませんか？
日時：12 月 3 日(土)10：00～12：00
12 月 10 日(土)10：00～12：00
場所：牧野生涯学習センター２階 保育室
対象：就学前のお子様を育児中のママ
参加費：無料、１回参加、お子さま連れも OK
申込・問合先：まーま・えいど （担当：藤村）
E ﾒｰﾙ：kucha257n@hotmail.co.jp

12/14
(水)

12/22
(木)

「これからの若者は自分の
生活をどう組み立てるのか？PART2」
学習会

日時：12 月 14 日(水)10：30～12：00
場所：ラポールひらかた ４階 研修室３
講師：森田 茜さん（地域生活支援センターにじ相談支援専門員）
定員：20 人
参加費：無料
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)
E ﾒｰﾙ：c-k@love-dugong.net

12/24
(土)

マンション管理で

困っていませんか？

・修繕積立金の値上げの話が出ているんだけど ・理事のなり手がなく困っています
・滞納への対応は？ ・管理会社だけではなくセカンドオピニオンを聞いてみたい

ＮＰＯ法人枚方マンション管理組合連合会では交流会
（情報交換会）で困りごとを解決しています。
日時：12 月 24 日(土)13：00～16：30
場所：枚方市市民会館 2 階 第５集会室
参加費：お試し参加 無料
問合先：NPO 法人枚方マンション管理組合連合
(担当：山村) TEL：072-855-9546
E ﾒｰﾙ：yamamura-ta@zeus.eonet.ne.jp

募 集

枚方市駅笑いヨガクラブ５６

会 員 募 集

笑う会です。体操として笑う笑いヨガを使います。笑っ
て元気になりましょう。
日程：毎月第２日曜10：00～10：45
今後の予定12月11日、1月8日（雨天中止）
場所：岡東中央公園（枚方市役所横）
会費：参加一回ごとに100円 飲み物は持参下さい。
問合先：枚方市駅笑いヨガクラブ56 (担当：定永)
TEL：090-6414-8822

七宝焼の
干支額作り

日時：12 月 22 日(木)13：30～15：30
場所：ラポールひらかた ２階作業室
参加費：1,300 円
定員：16 人（多数の時抽選）
申込・問合せ：NPO 法人ひまわり七宝
TEL/FAX : 072-867-0251
（電話は火～土の 9：30～15：00）
申込締切：12 月 15 日(木)

募 集

元気はつらつ！シニア劇団

団 員 募 集
枚方にシニア劇団が誕生しました！
現在 11 人（男性４人、女性７人）。一緒に演劇を楽し
みませんか？はじめての人歓迎。見学も可。
日程：月２回（原則・第１・第３木曜）
場所：サプリ村野 203 号室など
会費：入会費 5,000 円、月会費 3,000 円
申込・問合先：スティックシアター(担当：あさひ)
TEL：080-4028-8912
E ﾒｰﾙ：stick_theater@yahoo.co.jp

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

募 集

ボランティアスタッフ募集

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
E ﾒｰﾙ：info@e-speranza.net

12/8
(木)

サプリ村野学校

「会計・税務 個別相談会」

日常の会計処理から決算書類作成や税務、マイナンバー
に関する疑問など、専門家（税理士）が会計・税務のご
相談に応じます。
日時：12 月 8 日(木)
①17：00～17：30 ②17：30～18：00
③18：00～18：30 ④18：30～19：00
場所：サプリ村野
相談時間は 1 団体につき 30 分
相談料：無料
対象：NPO 法人または NPO 活動を行う任意団体
申込：１２月１日(木)９：00～電話受付（先着順）

12/8
(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：12 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

募 集

募 集

WENT 団員募集

WENT（ウェント）は一般の吹奏楽団です。
災害支援チャリティーコンサート(１/１５)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）
E ﾒｰﾙ：went1003@yahoo.co.jp

12/9
(金)

サプリ村野学校

「労務 個別相談会」

労働保険や社会保険の手続き、マイナンバーやスタッフ
を雇用する際の疑問など、専門家（社会保険労務士）が
労務管理のご相談に応じます。
日時：12 月 9 日(金)
①16：00～16：30 ②16：30～17：00
③17：00～17：30 ④17：30～18：00
場所：サプリ村野
相談時間は 1 団体につき 30 分
相談料：無料
対象：非営利法人・非営利団体・公益活動を行っている
市民団体
申込：１２月１日(木)９：00～電話受付（先着順）

1/22
(日)

2016 年度ひらかた防災学校

「キッズ防災ＥＸＰＯ」

今年度は、子どもだけで、学んで考える防災イベントを
開催します。ぜひ参加しよう！
日時：2017 年１月２２日(日)10：00～12：00
場所：サプリ村野 体育館、運動場
対象：小学１年～６年生（※幼児、保護者は見学可能）
定員：１００人（先着順）
内容：防災グッズづくり、助けて体験、水害避難体験、
給水体験、土のうづくり体験など

インフォメーション
「キッズ防災ＥＸＰＯ」 ひらかた市民活動支援センター
に関する申込・問合せ先は、下記まで。

ボランティア募集

日時：2017 年１月２２日(日)9：00～12：00
場所：サプリ村野 体育館、運動場
内容：会場受付、会場案内、写真撮影、
企画運営サポート など
募集人数：中学生以上の５～10 人程度
※当日は、防災についての研修もでき、非常食の試食
体験もあります。

編集・発行
特定非営利活動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/

