
 
 

 

 

 

下記イベント、募集など内容についてお問合せ、お申込みの際は【ひらせんナビを見た】とお伝えください！ 
  
～・～ イベント・講座など ～・～ 

 

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。 
詳しくは HPをご覧ください。 
日 時：10月 22日（月）10：30〜12：00 

10月 27日（土）10：30～12：00 
10月 29日（月）10：30～12：00 

場 所：ラポールひらかた 
参加費：無料 
申込先：NPO法人京阪総合カウンセリング 

TEL 072-814-7140 
 
 

心の健康ワークショップ 
日々感じている怒りなどの困った感情を、抑えたり我慢した
りしていませんか？怒り・不安・落ち込みなどを人生に活か
していきたい方のための体験型ワークショップです。カウンセ
リング体験もありますので、あなたの問題解決の糸口を得ら
れます。 
日 時：10月 26日（金）13：00～16：30 
場 所：あべのハルカス近鉄本店 7階 街ステーション 
参加費：講座無料。カウンセリング体験 500円。 
定 員：10人程度。カウンセリング体験は予約優先。 
申込先：NPO法人日本予防医療ネットワーク 

      TEL 070-5340-2758 
E メール  yobouiryou.net@gmail.com 

 

 

サプリ村野学校 

「伝わるチラシ作り入門」 
チラシの文面やデザインのポイントと、ワードで作る時のコツ
をプロの編集者が解説。講師は「ハンドレッドラボ株式会社」
代表取締役の百瀬真友美さん。実際に作ったチラシを 10
月 12日迄に提供していただければ、講座中に講師が講評
します（先着 3件）。 
日 時：10月 20日（土） 13:30〜15：30 
場 所：サプリ村野 
参加費：300円 
定 員：先着 20人 
申 込：10月１日午前 9時より電話で受付 
申込先：ひらかた市民活動支援センター 

TEL 072-805-3537 

 

 

 

 

サプリ村野学校 

「50歳からの演劇入門」 
発声やストレッチ、シアターゲーム、ミニ芝居などの演劇ワ
ークショップ。講師は劇団「スティックシアターひらかた」の
松浦友さん。 
日 時：10月 25日（木） 14:30〜16：30 
場 所：サプリ村野 
対 象：50歳以上 
参加費：500円 
定 員：抽選で 14人 
申 込：往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号、講座

名を書いて〒573-0042村野西町 5-1サプリ村
野内ひらかた市民活動支援センターへ。10月 16
日必着。 

問合先：ひらかた市民活動支援センター 
TEL 072-805-3537 

 

 
サプリ村野学校 

「ＮＰＯ基礎講座」 
NPO って何？という基本的なことから組織づくりまで、NPO
の基礎について学びます。 
日 時：10月 13日（土） 18:30〜20：00 
場 所：サプリ村野 
参加費：無料 
定 員：先着 20人 
申 込：10月１日午前 9時より電話で受付 
申込先：ひらかた市民活動支援センター 

TEL 072-805-3537 

 
 

サプリ村野学校 

「超かんたん面白マジック」 
マジックショーを楽しんだ後、簡単で面白いマジックを練習

します。マジック材料は持ち帰り可。講師はパフォーマンス

サークル「街」の皆さん。 
日 時：10月 13日（土） 13:00〜14：30 
場 所：サプリ村野 
対 象：小学生以上（低学年は保護者同伴） 
参加費：700円（マジック材料持ち帰り不要の場合は 300

円） 
定 員：先着 15人 
申 込：10月１日午前 9時より電話で受付 
申込先：ひらかた市民活動支援センター 

TEL 072-805-3537 
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ひらせんナビは、ひらかた市民活動支援センター(ひらせん)に登録されている NPO・市民活動団体によるイベントや講座等、 
ボランティアや会員の募集情報などを掲載しています。 



音楽でリフレッシュ！＆夢 SANSAN おさらい会 

今 歌えることに喜び 感謝して 

日 時：10月 11日（木）13：30開演（13：00開場） 
場 所：枚方公園青少年センター ３階ホール 
参加費：無料 
内 容：音楽でリフレッシュ！ 夢 SANSANによる合唱、 

ハンドベルの生演奏、ヘルマンハープアンサンブ
ル、絵本ライブ、ピアノ独奏 

問合先：音楽でリフレッシュ！(担当：中嶋) 
TEL 072-840-5493 
 

 

WENT イベント出演 
響け！枚方の BRASS♪ 
（仮称）枚方市総合文化芸術センター 

建設応援ライブ Vol.2 
枚方で活躍する、北河内楽団・WENTによる元気いっぱい
吹奏楽コンサート。 
日 時：10月 21日（日） 13:30開演 
場 所：さだ生涯学習市民センター 3Fホール 
入場料：500円 ※事前申込が必要です。 
曲 目：西郷どんメインテーマ、Septemberほか 
問合先：総合文化会館の建設をすすめる会（西村） 

TEL/FAX 072-831-2152 
E メール hirakataminamioyako@yahoo.co.jp 

 
～・～ 会員・仲間募集など ～・～ 
 

NPO法人 大阪府高齢者大学校 
２０１９年度受講生募集 

私たちは仲間と『学習・仲間づくり・健康づくり』に励み、『地
域でのまちづくり・コミュニティづくり』などの社会参加活動や、
『新しい知識・技術の獲得』により、創造的でより豊かな生
活を実現しようとするシニアを支援します。 
講座期間：2019年 4月～2020年 3月 
申込期間：2018年 10月 1日(月)～12月 7日(金)の 

午後 5時迄 
        ※申込み多数の場合は抽選 
申込方法：申込書を郵送又は持参か・HP より申込 
申込条件：初めて入学される方は優先入学、年齢不問、

住所不問 
講座内容：歴史、大阪再発見、語学、美術、パソコンなど 

67科目 
受 講 料：年間 52,000円 本科・シルバーアドバイザー

養成講座・実践研究部 
※但し平成 29・30年度受講生以外は特別教
材費１,400円が必要です。 

         ※クラスにより教材費や校外学習・実習・自主 
活動などは別途費用負担あり。 

募集要項：下記問合先で配布。電話でご一報いただけれ
ば送付します。 

問 合 先：NPO法人 大阪府高齢者大学校・募集委員会 
〒540-0006大阪市中央区法円坂 1-1-35
（大阪市教育会館内） 

        TEL 06-6360-4400  FAX 06-6360-4500 

 

シルバーアドバイザー（SA）養成講座 
NPO法人大阪府民カレッジ「ひらかた校」 

2019年度 3期生募集 

地元を理解し、仲間ができて、楽しく仲間と一緒に私たちの 
まちを盛り上げるきっかけづくりの講座です。 
 講座期間：2019年 4月～2020年 3月 
申込期間：2018年 10月 1日～2019年 2月 28日 
         （定員になり次第締切） 
申込方法：申込書を郵送又は持参。枚方市内の各生涯

学習市民センターに募集要項あり。 
受 講 料：26,000円／年 （校外学習・実習材料費など

別途負担あり） 
問 合 先：NPO法人大阪府民カレッジ 事務局 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 
                  大阪市教育会館内 
TEL 06-6360-4565 FAX 06-6360-4410 

 

 

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） 
問合先：NPO法人 ＮＡＬＣ「天の川クラブ」 

TEL 072-846-3975 
URL http://hk-nalc.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各イベントへの申込や会員募集などの詳細については 
各々の【問合】先へご確認をお願いいたします。 
 
 
 
 
 

編集・発行 
(特活) ひらかた市民活動支援センター  
〒573-0042 枚方市村野西町５-１ (毎週水曜休み) 
電話： 072-805-3537  FAX： 072-805-3532 

Ｅメール：info@hirakatanpo-c.net  

ホームページ：http://hirakatanpo-c.net/ 

 

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くださ

い。 


