
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 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や市民活動のイベント情報やメンバー募集をお知らせします。 

ひらせん情報紙６９号（２０１９年 9月発行） 

９月号 
 

 
 

日時・場所：9 月 21 日(土)・プレーパークこおりがおか 

11：00～13：00 ①スマートバーベキュー講座 

13：30～16：00 ②パーゴラづくり 

参加費：①1,000 円、②無料 

定員：先着 20 人/回 ※9/2(月)9：00 から受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

プレーリーダー養成講座 
「スマートバーベキュー 

＆パーゴラづくり」 

 

9/8
（日）

 
 

 

山形県鶴岡市を舞台に、在来作物を貴重な地域資源とし

て見直すドキュメンタリー映画を上映します。 

日時：9 月 8 日(日) ➀10：30～、②13：00～ 

場所：枚方市市民会館 小ホール 

参加費：大人 1,000 円、中高生 500 円、小学生以下無料 

定員：各１００人 実施団体：みつたま(三つ子の魂百までプロジェクト） 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中野）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

ひらかたＮＰＯフェスタ 
映画「よみがえりのレシピ」 

 

 

第１回 童謡唱歌を歌う会 9/12
（木） 

 
声を出すことは健康の秘訣です！！ 

日時：９月 12 日(木) 13：０0～ 

※10 月より毎月２回実施 

場所：枚方市市民会館４階 音楽室 

指導：藤井 富美さん 

参加費：300 円/回（入会金なし） 

申込・問合先：歴史と趣味の会 (代表：大谷) 

TEL：090-3272-7324 

FAX：072-844-4041 

      

 9/21
（土） 

 

9/7・14 
・21(土)  

 
 

 

サプリ村野学校    
これからの社会を生き抜く 
子どもを育てる講座 

日時：①9 月７日「コミュニケーション能力を向上させるために」 

②９月14 日「今求められる人材とは」 

③9 月 21 日「小学生に急増している『ネットいじめ』とは」 

各(土)13：30～15：30 

場所：サプリ村野 会議室 201、参加費：1,000 円/回 

定員：先着 28 人/回、実施団体：キッズナビわかば 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

ステージ For ひらかた 
参加者募集 

 

 
 

ひらビー感謝祭のプレイベントとして、演奏やパフォー

マンスをステージで披露してみませんか？ 

日程：９月 21 日(土)～23 日(月・祝)13：00～15：00 

場所：枚方青少年センター３階ホール 

出演費用：1,000 円/人 ※観覧は無料 

出演枠：各 30 分の７コマ（準備・撤収込） 

申込・問合先：ひら B 事務局 

   TEL：06-7878-3306／FAX：06-4707-6601 

   Email：hirakata_beatles@yahoo.co.jp 

 

 ９/21(土)～ 
23(月・祝) 

人間関係・家族関係を上手につくる 
心理学スキル講座 

日時：9 月 25 日(水)14：00～16：00 

場所：寝屋川市地域交流センター アルカスホール会議室２ 

日時：9 月 28 日(土)13：30～15：30 

場所：ラポールひらかた 集会室 

日時：10 月 3 日(木)10：00～12：00 

場所：ラポールひらかた 研修室１ 

参加費：無料 

申込・問合先：NPO 法人京阪総合カウンセリング 

TEL：072-814-7140 

 9/25(水)・28(土) 
10/3(木)  

 
 

 

クレヨンやパステルを使って、自由にのびのびとアート

ワークを行います。 

日時：9 月 30 日(月)11：00～12：00 

場所：ラポールひらかた 3 階和室 

参加費：無料 

定員：15 人(要予約) 

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 

 

アートワークセラピー 
ワークショップ参加者募集 

 

9/30
（月） 

 

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(土)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 20 日(金)13：30～15：30 

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！ 

 

 9/7(土) 
9/20(金) 
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コーダイの授業参観と受講相談を行います。 

日時：10 月 16 日(水)、24 日(木)10：00～13：00 

場所：大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)７階 

★英会話関係項目 

日時：10 月 29 日(火)10：30～12：00 

場所：大阪府社会福祉会館 

申込・問合先：認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校 

TEL：06-6360-4400 

FAX：06-6360-4500 

募集  
 
 WENT(ウェント)は一般の吹奏楽団です♪団員募集中

です！詳しくは WEB ページ【WENT】で検索！ 

練習日時：毎週土曜日１７：３０～２１：００ 

練習場所：楠葉生涯学習市民センター 

     または御殿山生涯学習美術センター 

活動費：1,500 円/月 

問合先：WENT (担当：速水) 

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

 

 

ＷＥＮＴ 団員募集 
 

コーダイ 
オープンキャンパス 

 

 

   

 
全国ネットのＮＰＯ法人 

ナルク枚方拠点「天の川クラブ」 
会員募集 

  
 

 

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 

 

      

募集  
 

 

ひらかた NPO フェスタでは、一緒に楽しくイベントを

盛り上げてくれるボランティアを募集しています。 

日時：〔準備〕9 月 7 日(土)13：00～16：00 

〔当日〕9 月 8 日(日)9：00～17：00 

場所：ニッペパーク岡東中央、枚方市市民会館ほか 

※当日は昼食対応あり。ボランティア証明書の発行可。 

問合先：ひらかた市民活動支援センター (担当：重村) 

    TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

      

 

募集  
 

ひらかたＮＰＯフェスタ 
ボランティア募集 

9/8
（日） 

 
日時：9 月 8 日(日)10：00～15：00 

場所：ニッペパーク岡東中央、枚方市市民会館ほか 

※約 50 団体が、バザーや体験コーナー、ステージ発表

を行います。事前募集の内容については、ホームペー

ジ、チラシ等をご覧ください。   

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

 TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

http://hirakatanpo-c.net/festa   

 

ひらかたＮＰＯフェスタ 
参加者募集 

ココから 
チェック！ 

10/16(水) 
10/24(木) 

大阪府民カレッジ「ひらかた校」 
第４期 受講生募集・講座説明会 

私たちの街、歴史・文化・コミュニティを仲間とともに 

学ぶ受講生募集の講座説明会を行います。 

日時：10 月 19 日(土)13：30～15：00 

   11 月 23 日(土)10：20～12：00 

場所：ラポールひらかた ４階ミーティングルーム１ 

申込・問合先：NPO 法人大阪府民カレッジ事務局 

       TEL：06-6360-4565／FAX：06-6360-4410 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 

   大阪市教育会館内 

 

 10/19(土) 
11/23(土) 

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条件です。 

詳しくは、ひらかた市民活動支援センターまで 

お問合せ下さい。 


