
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 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 72号（2019年 12月発行） 

12月号 
  

サプリ村野学校    
ネパールの今を考える 
 

 

 

貧困層が 2200 万人も暮らすネパールを支援する団体の

活動から貧困撲滅の方法を考えます。 

日時：12 月 9 日(月)18：00～20：00 

場所：サプリ村野 市民活動研修室   

対象：ネパールや海外支援に関心のある方 

参加費：500 円、定員：先着 40 人    

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 

 

12/7
（土） 

 

 

 

 

 

 

 

子ども向けのさまざまな制作等を、親子で楽しむイベン

トです。ブンブンコマ製作や、ぬり絵大会を予定してい

ます！ぜひご来場ください。 

日時：12 月 14 日(土)10：00～16：00 

場所：イオンモール四條畷 3 階 AEON HALL 

参加費：無料 

問合先：大阪府里親会 ひまわり会 

    里親支援機関おひさま(担当：木内)  

TEL/FAX：072-380-3455 

 

   

 

 

 

 

 
 

オカリナなどの楽器によるクリスマスソングのメドレー

やパネルシアターなどを行います。 

日時：12 月 15 日(日)10：30～11：30 

場所：サプリ村野 会議室 202   

対象：幼児と保護者、参加費：無料  

定員：先着 12 人   ※1２/1(日)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：姉﨑）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

 

 

 

サプリ村野学校    
幼児向け愉快な 

  クリスマスコンサート 
 
 

 

12/14
（土） 

 

12/15
（日） 

12/9
（月） 

クリスマス 
アロマキャンドル作り  

自分だけのアロマの香りをブレンドして、可愛いクリス

マスキャンドルを作ります。一緒にクリスマス気分を味

わいましょう🎄🎄   
日時：12 月 7 日(土)11：30～（2 時間程度） 

場所：サプリ村野 

費用：2000 円（材料費込）、定員：先着 6 人(要予約) 

問合先：枚方健康美活会（担当：古川） 

TEL：090-5057-0196 

Email：sanae.yoga.lotus@ezweb.ne.jp 

 

 

 

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：12 月９日(月)10：30～12：00 

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！ 

 

子育て応援フェア 
親子でワークショップ 
 

 

 
 

12/9
（月） 

素敵なクリスマスアレンジメントを作りましょう。 

日時：12 月 13 日(金) ①10：00～ ②13：00～ 

12 月 14 日(土) ③10：00～ ④13：00～ 

場所：サプリ村野 会議室 102、参加費：各回 3000 円 

持ち物：ハサミ・新聞紙・持ち帰り用バッグ 

定員：先着各回８人  ※1２/1(日)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：姉﨑）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

 

サプリ村野学校    
幸せのフラワーアレンジ 

クリスマスバージョン 

 12/13(金) 
12/14(土)

) 
 

運動・認知機能向上・ウォーキング・学習療法・栄養改

善の指導。初回・最終回は、認知機能に関する検査。 

日時：12 月11 日～毎(水) 14：00～15：30（全8 回） 

場所：輝きプラザきらら ５階セミナー室２ 

参加費：教材費として 1230 円 

定員：先着 20 人・全回参加できる方 

申込・問合先：NPO 法人コーチズ大阪（担当：木村） 

TEL：090-4296-3938 

Email：info@osaka-coaches.org 

 

 

脳すこやか講座 
 

 

 
 

12/11(水)～ 
(全8回) 

 

枚方市初の「プレーパーク」で一緒に活動しませんか？

子どもから大人まで、自然の中で遊びましょう。 

日時：12 月 14 日・21 日、各(土)13：30～16：00 

場所：桑が谷の緑地（南部生涯学習市民センター近く） 

活動内容：草刈りなどのフィールド整備、プレーパーク 

の準備、竹など自然素材を使って遊ぶなど 

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 

プレーパーク こうりがおか 
参加者募集 

 

 

 

 

 12/14(土) 
12/21(土) 
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募集  
 
 楽しくマジックを一緒にやりませんか。初心者大歓迎。 

練習日時：毎月第１(日)午後 

練習場所：菅原生涯学習市民センターほか      

活動費：入会金 1000 円、年会費 3000 円 

※子ども会、老人会などで喜んでいただいています。 

問合先：マジシャンクラブ M  (担当：林)  

    TEL 080-1422-8782 

    (枚方市ボランティアセンター登録団体） 

 

 

マジシャンクラブM 
 マジック会員 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：3000 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 

 

 

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 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

      

 
   

 

歴史と趣味の会 会員募集 

 活動日時：毎月第 1(水)・第 2(土) 13：30～ 

     ★12 月は 14 日(土)のみです 

活動場所：枚方市老人福祉センター楽寿荘 

(北中振 2-3-44・京阪光善寺駅から徒歩 7 分) 

参加費：500 円/回（入会金なし） 

内容：毎月２回の歴史講演会と多数の趣味の会あり 

申込・問合先：歴史と趣味の会 (代表：大谷) 

TEL：090-3272-7324/FAX：072-844-4041 

※当会は、来年 4 月より百歳市民大学へ移行します。 

募集  
 
 

学習しながら健康づくり、仲間づくり、シニアの社会・

人生経験を活かし、世代間交流等を学ぶ講座です。 

説明会日時：2020 年 1 月 11 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 

★講座受講料：年間 29000 円（年間 28 回） 

授業：水曜日、定員：先着 40 人(定員になり次第締切) 

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 

https://www..osakakumin..org/ 

 

 

 

 

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 

 

1/11
（土） 

募集  
 

2/1
（土） 

 

中学生ディスカッション 
参加者募集！ 

 
 

地域や枚方をより住みやすいまちにするために、中学生

ができることを話し合って考えます。   

日時：2020 年２月１日(土)12：50～16：30      

場所：枚方市市民会館 3 階 第３会議室         

対象：中学生(枚方市内在住・在学)、参加費：無料 

申込締切：1/20(月) ※公立中学校校内締切 12/12(木) 

申込・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 

スワロスキーのビーズをワイヤーで編みこんで、ピアス

かイヤリングを作ります。色は選べます。 

日時：12 月 15 日(日)12：00～14：30 

場所：サプリ村野 会議室 101 

参加費：1500 円（材料費込） 

定員：先着 10 人 

問合先：ハンドメイドアクセサリー教室リバリバ工房 

(担当：川辺) TEL：080-8840-9315 

Email：jisabu.jiro@gmail.com 

 

 

   

 

 

 

 

12/15
（日） 

 

ビーズとワイヤーで編む 
アクセサリーづくり 

 

 

 
 

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。 

mailto:info@hirakatanpo-c.net

