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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。

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 〜・〜・

「友よともに未来を生きよう」
講師: 山田孝明氏
講 演 会
ニート、ひきこもりの子を持つ親の会 NPO 法人づばさ
の会大阪では、ライフアート主宰の山田孝明さんをお招
きし、講演会を開催します。
講演会のあとカウンセラーを交えて全体で相談会をしま
す。（15 時〜17 時）
日時：９月１７日 (日) 13：00〜15：00
場所：サプリ村野 交流室 南棟３階
費用：無料
定員：３０人 ＊講演会の定員です
問合せ：NPO 法人つばさの会大阪
電話 072-844-2423

サプリ村野学校

「不眠改善ヨガ

入 門 編」

やさしいヨガと呼吸を通して心身のストレスや疲労を解
消し、睡眠の質を改善します。
講師はビジョンヨガ枚方の伊東明子さん。
日時：９月８日 (金) 10：00〜11：00
９月１０日 (日) 16：00〜17：00
９月１２日 (火) 13：30〜14：30
場所：サプリ村野
費用：各 1,000 円
対象：動きやすい服装で。お茶か水持参、あればヨガ
マットも。
定員：各先着１２人
申込：9 月 1 日(金) 9 時より電話で受付
問合せ：ひらかた市民活動支援センター (担当：西川)

サプリ村野学校

電話 072-805-3537

「障害児の子育てワークショップ」
障害児の就労と自立を見据え、保護者の目線と支援者の
立場から、課題と目標を考えるワークショップ。
支援学校での取り組みや「気づいたときには遅かっ
た！」という経験談など、事例を交えてお子さまの支援
を一緒に考えます。
日時：９月１５日 (金) 10：30〜11：30
場所：サプリ村野
費用：無料
定員：先着２５人
申込：9 月 1 日(金) 9 時より電話で受付
問合せ：ひらかた市民活動支援センター (担当：西川)
電話 072-805-3537

サークル風

枚 方 新 喜 劇

第八回公演

入場無料！ 笑いと涙の新喜劇をお楽しみください。
日時：１０月１４日 (土) 13：00〜16：00
場所：南部生涯学習市民センター
費用：無料
問合せ：サークル風 (担当：声高)
電話 072-846-5611
ひらかた市民活動支援センターからのご案内です。

ひらかた NPO フェスタ 2017
１０月１日 (日) 10：00〜15：00

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：９月７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
日時：９月２１日 (木) 14：00〜15：30
場所：枚方公園青少年センター ３階ホール
費用：参加費 500 円（初回無料）
問合せ：音楽でリフレッシュ！ (担当：中嶋)
電話 072-840-5493

「標的の島 風(かじ)かたか」上映会
【ひらかた NPO フェスタでの特別上映会です！】
「風(かじ)かたか」とは風よけ、防波堤のこと。沖縄の
人々は、未来の子どもたちの防波堤になろうと闘い続け
る… 『標的の村』の三上智恵監督の最新作。
日時：１０月１日 (日) 10：30〜と 13：00〜 (２時間)
場所：枚方市市民会館 ３階第３会議室
費用：当日 1,000 円 *１８歳以下無料
前売り 800 円
定員：１００人
問合せ：イラク平和テレビ局 in ひらかた (担当：手塚)
電話 090-4564-2183
みんなで楽しもう！ひらかた市民活動のお祭り…ひらかたＮＰＯフェスタ

場所：岡東中央公園・枚方市市民会館・市役所別館前周辺

櫟俳句会

初心者勉強会

櫟(くぬぎ)俳句会は、定例俳句会を毎月第 2 土曜日に開催
していますが、今回は初心者の方の勉強会を開催します。
午前は初心者の方を中心に、午後は経験者の方を対象にし
ますが、どちらの時間でもご自由に参加が可能です！

日時：９月９日 (土) 9：00〜11：45、13：00〜17：00
場所：サプリ村野
費用：見学無料（午前、午後とも）
俳句会加入は会費 500 円（俳句添削指導あり）
問合せ：櫟俳句会 (担当：杉山) 電話 090-2104-2056

絵本研究所主宰 正置友子氏講演会
「英国ヴィクトリア時代の絵本作家
ウォルター・クレインに魅せられて
ーいくつになっても、学びと旅立ちをー」
日時：９月８日 (金) 10：00〜12：00
場所：枚方市市民会館 １階第３集会室
費用：2,000 円
※年間 10 回の講演会など、今年度は残り 6 回
問合せ：
「こどもと本」香里ケ丘市民学級
(担当：西原) 電話 072-845-3615
(担当：更谷) 電話 072-848-3984

〜・〜・ 会員・仲間募集など 〜・〜・
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）
問合せ：NPO 法人 ＮＡＬＣ「天の川クラブ」
電話 072-846-3975
URL：http://hk-nalc.jp

歴史と趣味の会

会 員 募 集

毎月第 1 水曜の午後に各分野の歴史専門家をお招きして
歴史講演会を開催しています。他にも有志による趣味の
会もあります。
9 月のみ午前 10 時からの開催となります！
日時：９月６日 (水) 10：00〜12：30
場所：楽寿荘
会費：500 円／月
問合せ：歴史と趣味の会 （担当：大谷）
電話/FAX 072-844-4041
電話 090-3272-7324
ひらかた市民活動支援センターからのご案内です。

ひらかた NPO フェスタ 2017
みんなで楽しもう！ひらかた市民活動のお祭り…

１０月１日 (日) 10：00〜15：00

シルバーアドバイザー養成講座
平成 30 年度 受 講 生 募 集

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。平成 30 年度の募集について大阪府民カレッジ・
ひらかた校にお問い合わせください。
開校期間：平成 30 年 4 月〜平成 31 年 3 月
募集要項：枚方市内各生涯学習市民センター等に配架
された所定の受講申込書を郵送または持参
ください。
受講料：26,000 円／年間
（別途校外学習時は自己負担が発生）
募集開始：10 月 2 日(月)より 先着順４０人
問合せ：NPO 法人大阪府民カレッジ・ひらかた校
電話 06-6360-4565
E ﾒｰﾙ info@kumin-humin-college.com

ボランティア活動

仲間募集

枚方で生まれた「高齢者ケア」のオンリーワンシステム
が発揮させる効果などを再活用して、高齢者の在宅医
療・福祉・介護分野で、西の横綱と言われた「枚方市」
を取り戻しませんか？当協会は、おたっしゃコール用電
話機１００台の無償提供と、支援要員として、アクティ
ブシニアや視覚障害者も参加できるボランティア活動の
仲間を募集中です！(枚方市市制施行７０周年記念協賛
事業)
問合せ：NPO 法人デイコールサービス協会
電話 072-843-3991
E ﾒｰﾙ dayc-matsumoto3104@w2.dion.ne.jp

WENT

団員募集中！

WENT(ウェント)は、一般の吹奏楽団です。
枚方まつりに出演しました！１１月にはコンサートを開
催します！全パートで団員を募集しています！
詳しくは、WEB ページ【ＷＥＮＴ】で検索！
日時：毎週土曜日 17：30〜21：00
場所：楠葉生涯学習市民センター
費用：1,500 円／月
問合せ：WENT (担当：岡野)
E ﾒｰﾙ went1003@yahoo.co.jp

-----------------------------------------------------------------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。
編集・発行
(特活) ひらかた市民活動支援センター (担当：河田)
〒573-0042 大阪府枚方市村野西町５-１
電話： 072-805-3537 FAX： 072-805-3532
Ｅメール：center@hirakatanpo-c.net
ひらかた市民活動
ホームページ：http://hirakatanpo-c.net/

