
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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 

「医療的ケア」の必要な子どもたちの現状、今年度の高

校受験についてなどの情報交換を行っています。 

日時：1 月 24 日(日)13：30～16：30 

場所：ラポールひらかた ４階 ミーティングルーム１ 

参加費：１家族 100 円 

※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！ 

１月定例会 
１/24 
(日) 

天の川でとんどの火を囲み、無病息災を祈りましょう。

日時：1 月 16 日(土)10：30～14：00 頃 

場所：天津橋上流河川敷(スーパーイズミヤ裏) 

☆しめ縄・しめ飾りなど、お正月飾りのお焚きをします 

ので、ご持参ください。そのほか、甘酒のふるまい、

餅つき、東北物産展等があり、ステージでは、和太鼓

の演奏や、各種踊りが披露されます。 

問合先：天の川七夕星まつりの会 (担当：土井) 

TEL：090-3280-4711 

 

 

 

天の川とんどまつり 
１/16  
(土) 

日時：1 月 17 日(日)13：00～ 

   ※WENT 出演時間は 14：36～14：56 

場所：楠葉生涯学習市民センター 大集会室 

入場料：無料 

曲目：ゲバゲバ 90 分 

ディズニー・クラシックス・レビューほか 

問合先：ＷＥＮＴ (担当：高橋) 

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

    ※WEＮＴ(ウェント)は、一般の吹奏楽団です。 

 

 

WENT出演 

災害支援チャリティコンサート 
１/１７ 
(日) 

福祉活動、自分らしい生き方などに役立つ講座です。 

日時：1 月 25 日(月)10：30～12：00 

場所：ラポールひらかた 3 階研修室１ 

日時：1 月 25 日(月)10：15～11：45 

場所：アルカスホール １階会議室２ 

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 

        FAX：072-807-8191 

 

 

 

心理学入門講座 

体験＆説明会 
１/25 
(月) 

活動内容：親子で３原色のにじみ絵を描く 

活動日時：月１回(日)14：00～15：00 

     (2016 年 1/24、2/7、3/6) 

活動場所：虹のアトリエ（御殿山図書館の近く） 

対象：４～６歳児と保護者 

会費：親子（子ども１人）1500 円／回 

問合先：虹のアトリエ (担当：田中) 

TEL：080-5361-0802 

Email：nijino-atorie7.@ezweb.ne.jp 

 

 

 

 

 

募 集 色あそびの部屋 
メンバー募集 

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：１月 14 日(木)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 

日時：１月 24 日(日)12：30～14：00 

場所：南部生涯学習市民センター ２階 音楽室 

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！ 
１/14 
(木) 

１/24 
(日) 

・  

フラダンス☆体験レッスン会 募 集 

癒しのハワイアン音楽に合わせて、楽しく踊ってみませ 

んか？運動不足解消にも最適です！未経験者歓迎！！ 

日時：毎週(土)、【大人】10：15～ 

【子ども(5 歳以上)・親子】11：15～ 

場所：楠葉生涯学習市民センター 第 2 和室 

参加費：500 円／1 人 

持ち物：動きやすい服装、飲み物 

申込・問合先：ロケラニ・フラサークル（担当：柿沼） 

TEL：090-1028-9982 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：1 月 24 日(日)10：00～11：30 

場所：輝きプラザきらら 大研修室 

講師：後藤 至功氏（佛教大学福祉教育開発センター講師） 

定員：200 人（先着順） 

参加費：無料 

被災体験やさまざまな事例をもとに、地域防災や災害時

要援護者の対応についてお話しいただきます。 

ひらかた防災学校 記念講演 

「災害時要援護者について考えよう」 
１/24 
(日) 

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：1 月 14 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  

まちづくり井戸端会議 
に参加しませんか？ 

１/14 

(木) 

日時：３月 6 日(日)9：00～ 
内容：会場受付、写真撮影、ビデオ撮影、 

企画運営サポート など 
募集人数：10 人程度 
場所：サプリ村野 体育館と周辺 
※当日は、朝から活動の方に 
昼食対応もあります。 

「ひらかた防災学校」 
ボランティア募集 

 募 集 

日時：1 月 16 日(土)13：30～15：30 

場所：メセナひらかた会館 4 階第一和室 

参加費：無料 定員：15 人 

保育：無料(生後 6 ヶ月以上の就学前児、1/9 申込締切) 

持ち物：筆記用具、メモ用紙、動きやすい服装 

実施団体：ビジョンヨガ枚方 

※1/4 より受付開始。 

 

枚方市男女共同参画社会づくり支援講座 

不眠解消！ワークショップ 
１/16 

(土) 

サプリ村野大学 
～来て 見て 学んで サプリ村野～ 

サプリ村野を利用している団体が中心となり、市民が 

集い、学び、活動しやすいサプリ村野を目指した講座や

講習会を行います。ぜひご参加ください。 

日時：２月 20 日(土)11：00～15：00 

場所：サプリ村野 

※2 月 1 日(月)から申込受付開始！詳しくは、当センタ

ーの HP または Facebook をご覧ください。 

 

  

２/20 
(土) 

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 

URL：http://hirakatanpo-c.net/ 

ひらせんナビについて、また、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。 

【おしらせ】 
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、(特活)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。原稿作成や締切日など、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。 

新年明けましておめでとうございます 
 

２０１６年は申年です。正確には丙申（ひ

のえさる）というそうです。動物のサルのこ

とは「猿」と書きますが、干支のサルに関し

ては「申」という漢字を使います。これは干

支をわかりやすくするために、対応する動物

をはめたからで申という干支に対して、動物

のサルを当てたため、読みも「さる」となっ

たそうです。  

さらに「申」という字は、「樹木の果物が

熟して固まっていく様子」を表したものだそ

うです。サルは木と関係の深い生き物です

し、申の字の由来とも相性抜群ですね。  

申年の生まれと言われているのが、豊臣秀

吉だそうです。秀吉の力で大阪が元気になる

と良いですね。      （渡邊 宏二） 

 

 


