
 
  
 
 
  
 

    
 

   
  

     
    
 
 
  

 
  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

  

  

 

 
   

 

  
  
 
  

 

 

  
   
  

 
 

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。 
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベントや講座等が中止・変更となる可能性があります。詳細は各団体にお問合せください。 

 
   

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

ひらせん情報紙 101号（2022年 5月発行） 

“みんなちがって みんないい”フィナーレは全員で！ドロ

ーン体験や昆虫食体験もあります。ボランティア募集中。 

日時：5 月 15 日(日) ※観覧無料 

①10：20～16：50 ②11：30～14：50  

場所：①ニッペパーク岡東中央、②ビオルネ正面玄関前 

問合先：とっておきの音楽祭 in ひらかた実行委員会 

TEL：090-1597-9784 

Email：totteokino.ongakusai.hirakata@gmail.com 

HP：http://totteoki-hirakata.com 

第 6 回とっておきの音楽祭 
in ひらかた 

“ざ りべんじ” 
 

〈講座〉 

〈講座〉 
心理カウンセラー養成講座 

～講座体験＆説明会～ 

対人関係など心理学を中心とした心の働きを学習します。 

日時：5 月 12 日(木) 

①10：30～12：00 ②19：00～20：30 

場所：ラポールひらかた 

参加費：無料  定員：15 人 

申込・問合先：NPO 法人京阪総合カウンセリング 

TEL：072-814-7140 / Email：jimu@npo-ksc.net 

HP：http://www.npo-ksc.net 

うつ病 なぜ長引くの？ 
＝医療と患者の本音トーク＝ 

通院・服薬・休養をしても長引くうつ病、その根本に迫る。 

日時：6 月 12 日(日)13：00～16：00 

場所：枚方市立地域活性化支援センター7 階国際交流室と

オンライン（Zoom） 

対象：うつ病患者と家族、医療関係者、行政関係者など 

参加費：1,000 円 定員：会場 20 人・オンライン 50 人 

申込・問合先：サロン コンカローレ(こころの健康支援慈善団体) 

TEL：090-8821-7052 / Email：hideto-matsuo@nifty.com 

HP：https://salonconcalore.jimdofree.com/  

一緒に活動しませんか！  
NPO エコ・スマイルひらかた  

会員募集  

生ゴミを焼却せず堆肥化し、有機栽培で美味しい安全・安

心の野菜を育てるお手伝いをします。（いつでも入会可） 

活動日時：毎週月・木曜日(祝日休日)10：00～15：00 

活動場所：枚方市穂谷川清掃工場内「ひらかた夢工房」 

     「生ゴミ堆肥化連絡会」(駐車場有) 

※詳しくは下記宛てにお問い合わせください。 

問合先：NPO エコ・スマイルひらかた(担当：山村) 

TEL：072-849-7520・080-5365-1386 

フラハイビスカス 
会員募集  

一緒に楽しくフラを踊ってみませんか？ 

活動日時：毎月第 1・2・4 木曜日 13：00～15：00 

     第 3 木曜日は自由参加 

活動場所：ラポールひらかた 

参加費：1,500 円（月謝） 

※詳しくは下記宛てにお問い合わせください。 

問合先：フラハイビスカス(担当：酒井) 

TEL：080-3112-3990 

マタニティさんと産後ママのための 
防災防犯連続講座 

 
全 6 回の連続講座。マタニティさんや産後ママが災害に

あった時のための学びの場。2 回目は「災害時の食事とア

レルギー食について」 

日時：5 月 28 日(土)10：00～11：20 

場所：輝きプラザきらら 8 階 地域防災センター研修室 

参加費：無料  定員：7 家族 

問合先：マタニティチャームズ 

「マタニティチャームズ」の公式 LINE 

(右記 QR コード)からご連絡ください。 

 公式 LINE 

QR コード 

〈講座〉 〈イベント〉 

〈イベント〉 

観覧者募集 
ひらビーさつき祭 

関西で活動しているビートルズカバーバンドが集結しての 2

日間の無料ライブイベント。（感染防止対策実施） 

日時：5 月 4 日(水)14：30～20：00 

   5 月 5 日(木)13：30～18：00   

場所：枚方公園青少年センター  

参加費：無料  定員：入場制限で実施するため先着順 

問合先：ひら B 事務局オアシス  

TEL：072-845-4021 / FAX：072-843-1326 

Email：hirakata_beatles@yahoo.co.jp  

百歳市民大学 
入学生募集 

生涯学習で生涯現役をめざしています。まず入学して、お

好きな講座をどうぞ。 

活動場所：枚方市立老人福祉センター楽寿荘 等 

登録料：1,000 円(無料受講券 2 枚進呈)生涯有効 

参加費：1 回 500 円(お好きな講座をご自由に) 

入学対象：小学生～99 歳 

申込・問合先：百歳市民大学事務局(担当：大谷) 

TEL：090-3272-7324 / FAX：072-844-4041 

http://totteoki-hirakata.com/
http://www.npo-ksc.net/
https://salonconcalore.jimdofree.com/


 

  

 

イベントカレンダー  

1（日） 2（月） 3（祝・火） 4（祝・水） 5（祝・木） 6（金） 7（土） 

8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 

15（日） 16（月） 17（火） 

  

18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 

22（日） 23（月） 24（火） 25（水） 26（木） 27（金） 28（土） 

29（日） 30（月） 31（火）     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは、「広報ひらかた 5 月号」または「ひらかた市民活動支援センターのホームページ」をご確認ください。 

 

 

 

   

 

   
 

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 
 

ひらせんナビ 5月号（2022.5） 

 

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 
HP：https://hirakatanpo-c.net/    @hiracen_ info     @hiracen_ info  @hiracen 

サプリ村野学校 

①『ソープフラワーの BOX アレンジ』          

日時：5 月 8 日(日)13：00～14：30 

場所：サプリ村野 一時利用室 202 

対象：小学 5 年生以上 

参加費：2,500 円 定員：10 人 

②『はじめてのフラダンス』 

日時：5 月 15 日(日)10：00～11：15 

場所：サプリ村野 一時利用室 202 

対象：小学 5 年生以上※女性のみ 

参加費：500 円 定員：15 人 

 まちづくり井戸端会議 

日時：5 月 17 日(火)18：30～20：00 

場所：サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室 

参加費：無料 

マジシャンクラブM 
 マジック会員 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 1,000 円、年会費 3,000 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） 

 

 

 

 

   

 

   
 

③『自然療法勉強会 はじめてのファスティング』 

日時：5 月 15 日(日)12：15～14：15 

場所：サプリ村野 一時利用室 202 

対象：18 歳以上 

参加費：無料 定員：8 人 

①②③の講座の参加申込みについては、 

名前・電話番号・講座名をひらかた市民活動支援センターまで

ご連絡ください。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今後のご利用や各催しが中止・変更

となる可能性があります。 

※最新情報は、当センターにお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

※イベント参加時はマスク着用など感染予防対策にご協力ください。 

サプリ村野

休館日 

① 

②③ 

http://hk-nalc.jp/

