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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。 

９/９ 
(水) 

子育て・教育で気がかりなこと、不安なことなど、助言

者を囲んで、交流会をします。 

日時：9 月９日(水)10：30～ 

場所：ラポールひらかた 

参加費：無料 

対象：幼・小・中学生の保護者 

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 

Email：c-k@love-dugong.net 

 

 

 

子育て・教育で気がかりなこと 

保護者交流会 
ゆったりとしたハワイの音楽に合わせて、親子で仲良く

踊ってみませんか？ 

日時：９月 12 日(土)11：00～12：00 

場所：楠葉生涯学習市民センター 

対象：5 歳以上の子どもと保護者の方 

（小学 3 年～大人まで、1 人での参加 OK） 

参加費：大人 300 円、子ども 200 円 定員：20 組 

申込・問合先：ロケラニ・フラサークル (担当：柿沼)  

TEL：090-1028-9982 

 

 

 

親子で楽しむ 

フラダンス 1日体験 
９/１２ 
(土) 

９/１２ 

(土) 

日時：9 月 12 日(土)13：30～ 

場所：メセナひらかた ５階 視聴覚室 

参加費：無料 定員：７０人 

※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 

 

 

 

みんなといっしょに高校へいきたい！ 

障害のある子どもの 
高校進学を考える学習会 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 12 日(土)13：00～14：30 

場所：サプリ村野 北館 105 号室 

日時：9 月 25 日(金)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 

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 

音楽でリフレッシュ！ ９/１２ 
(土) 

９/２５ 
(金) 

・  

ひらかた自然エネルギー学校 2015 
第２回「小水力発電の可能性について」 

日時：９月 12 日(土)13：30～15：30 

場所：サプリ村野 南館 ２階環境保全研修室 

参加費：無料 定員：３０人 
講師：青木 豊明氏（関西外国語大学教授・ 

びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授） 

問合先：NPO 法人ひらかた環境ネットワーク会議 

TEL：072-847-2286 

FAX：072-807-7873 

E メール：jimukyoku@hirakata-kankyou.net 

 

 

 

９/１２ 
(土) 

９/２７ 
(日) 

名月を愛でながら、風雅なひとときを過ごしませんか。 

日時：9 月 27 日(日)18：00～20：00 

場所：百済寺跡（国の特別史跡） 

演目：和太鼓演奏、日本舞踊、尺八と琴の合奏など 

※餅つき大会も予定しています。 

問合先：黎明塾・百済寺を考える会 

(担当：清水) 

TEL：090-3169-0114 

 

 

中秋の名月 
観月の夕べ 

障害のある方々と 1 泊２日のサイクルイベントです。 

日程：10 月 17 日(土)7：00 集合 

18 日(日)19：00 解散（枚方市関空行きバス停） 

行き先：淡路島 定員：60 人 

参加費：15000 円（1 泊 4 食、交通費含む） 

申込締切：10/10 

申込・問合先：NPO 法人サイクルボランティア・ジャパン   

       (担当：大島) TEL：090-6370-6244 

Email：oshima921@yahoo.co.jp 

 

 

 

第８回「ふれあいサイクルイベント」 

ボランティア募集 
お手頃な受講料で TOEIC 得点アップ！あなたの就労・

スキルアップを応援します。 

日時：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 

※9/9、9/16 にプレ講座あり（1 回 500 円） 

申込・問合先：(特活)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 
10/17(土) 
～18(日) 

 募 集 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

９/１３ 
(日) 

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 

９/１０ 
(木) 

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：9 月１０日(木)18：30～20：30 

場所：サプリ村野 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？ 

活動日時：９月２３日(水・祝) 9：00～17：00 

活動場所：市民会館・岡東中央公園周辺 

募集内容：来場者案内、来客誘導、会場内警備、駐輪場 

整理、会場設営・装飾、後片付け 等 

募集締切：８月３０日(日) 

※昼食の対応あり。必要な方は、ボランティア証明書を 

発行します。一緒に楽しく活動しよう！！ 

 募 集 ひらかたＮＰＯフェスタ 
ボランティア募集 

 知人女性が、２０年以上住み慣れた枚方から、こ

れまで全く縁のない関東郊外へと、ご夫婦で移り住

むことになった。定年退職し、互いの親の最期も看

取り、自分たちが新たなライフステージに入ったこ

とが移住を決めた理由のひとつだそうだ。 
そのお話をご本人からお聞きした時、ご夫婦の行

動力と柔軟な考え方に感服した。素敵なご夫婦だと

思った。お会いできなくなるのは淋しい限りだが、

新しい地での生活を存分に楽しんでほしい。 

少子高齢化による社会保障制度の見直しなどに伴

い、個人レベルでもライフステージに応じて、自身

の生活環境を選び直す必要性が今後一層増すだろ

う。時には大きな決断を求められることもあろう。

しかし勇気をもって変化を楽しむ姿勢が、充実した

生活をおくる秘訣かもしれない。 （西川 史朗） 

 

 

大自然の中で、心地よく体を動かすことによって、心身

の癒しになります。みんなで楽しくヨガをしましょう。

日時：９月 13 日(日)16：00～16：40 

場所：淀川河川公園枚方地区  参加費：100 円 

持ち物：ヨガマット or レジャーシート、バスタオル等 

※雨天は中止。申込不要です。当日直接会場にお越し 

ください。「ひらヨガ」ののぼりが目印です！ 

 

第１４回やさしさ、ふれあいのまちづくり講座 

ひらヨガ 

９/１９ 
(土) 

日時：９月 19 日(土)13：15～14：45 

場所：ラポールひらかた 参加費：1000 円 

対象：障害のある小・中学生と兄弟 

※ハワイアンソングでリトミックや、フラの衣装で写真

撮影会も行います。フォトフレーム工作体験もあり。 

実施団体：フラリトミック クラブ hoaloha 

 

第１５回やさしさ、ふれあいのまちづくり講座 

障がい児のための 
フラリトミック体験 

９/１４

(月)～ 

第１６回やさしさ、ふれあいのまちづくり講座 

ゆっくり太極拳教室 
体を動かすのに不安な人、一人ではなかなか運動できな

い人も、一人一人にあったペースで行います。 

日時：９月 14 日・21 日・28 日の各(月) 

10：45～11：45 

場所：サプリ村野 参加費：750 円／回 定員：10 人  

持ち物：上履き、動きやすい服装 

実施団体：太極拳・気功サークル 

募 集 
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 

つばさの会 会員募集 
つばさの会では、ひきこもり相談会を行っています。

ひきこもりの悩みを抱えている親御さんは、ぜひ一度 

参加してみませんか？詳しくはホームページをご覧く 

ださい。URL：http://www.joke-jp.com/tsubasa 

活動日：毎月第 3（日） 

活動場所：サプリ村野 3 階 302 号室  

会費：3000 円/年  ※初回は無料、1000 円／回 

申込・問合先：NPO 法人 つばさの会大阪 

       TEL：072-844-2423 


