
 
 
 
 
  
 

 
 
 

     
 

 
 
  

 
 
  

 

 

 
 

  

 
  
 
  

 

  
 
 
 
 
  

 

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 93号（2021年 9月発行） 

 

〈イベント〉 

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 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

〈イベント〉 

 

※事前にテーマ本の一読をお願いします 

日時：9 月 18 日(土)10：00～12：00  

テーマ本：「嫌われる勇気」(著：岸見一郎・古賀史健) 

場所：ギャラリーcafe 可祝（枚方市三矢町 4-9-2） 

参加費：無料（カフェの飲み物代は実費） 定員：10 人 

※詳細は https://snok.org(右記 QR コード)を参照 

問合先：NPO 法人スノック(担当：絹川) 

TEL：050-5375-4650  

Email：snoknpo@gmail.com（申込はメールでお願いします） 

12/4(土)上演 

「火怨の蝦夷 阿弖流為」
出演者募集中！ 

新しくできる枚方市総合文化芸術センターの舞台に一緒に立

ちませんか？お芝居をしたい、ダンスを踊りたい、バンドで

演奏したい、全部やりたい、裏方をやってみたい人大募集。

一緒に楽しいステージを創りましょう！ 

対象：枚方市在住、在学の小学生～高校生 

問合先：ひらかた肝高倶楽部 

TEL：072-396-0729 

Email：hirakatakimutaka@gmail.com 

HP：https://www.hirakata-kimutaka.com/ 

枚方市市民総合文化祭 2021 
～演劇の部～ 

助 成 金 情 報  

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、市民会館など 

入学金：1,000 円(無料受講券 2 枚進呈)生涯有効 

受講料：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 

①CANPAN FIELDS（日本財団） 

詳細：https://fields.canpan.info/       

詳しくは、上記 URL または QR コードからご確認ください。     
 

 

  
②市民活動情報共有ポータルサイト 

（京都市市民活動総合センター） 

詳細：https://shimisen-kyoto.org/subsidies 

詳しくは、上記 URL または QR コードからご確認ください。 
 

 

  

枚方市総合文化芸術センター開館記念事業「枚方市市民総

合文化祭 2021」の一つとして演劇イベントが開催。 

日時：9 月 12 日(日)13：00 開演 全 6 団体による上演 

場所：枚方市総合文化芸術センター内 関西医大 小ホール 

入場料：無料  定員：自由席（半数制限あり） 

問合せ：枚方演劇連盟事務局 

Email：tokunaga@fakikaku.com 

主催：枚方市市民総合文化祭実行委員会（枚方市、各種 

文化芸術団体、総合文化芸術センター指定管理者） 

 

サプリ村野ＮＰＯセンター・スポーツセンター  
の緊急事態宣言延長に伴う対応  

9 月 30 日までは施設定員のおおむね 2 分の 1 以内での利用を

お願いします。施設利用可能時間は、午前 9 時～午後 8 時まで

です。また、窓口及び電話対応についても、午前 9 時～午後 8 時

までとなります。新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とした

キャンセルについては、当分の間、施設使用料を全額還付します。 

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、期間や対応内容が変

更となる可能性があります。詳細は窓口へお問い合わせくださ

い。 

問合せ：サプリ村野 NPO センター・スポーツセンター 

TEL：072-805-0105 / FAX：072-805-0110 

ひらかた読書会 

①更年期からはじめるヨガ 

9 月 10 日(金)・17 日(金)・24 日(金)いずれも 10：00～11：10 

②50 歳からの演劇入門 

9 月 23 日(木)・30 日(木)いずれも 13：30～15：30 

場所：いずれもサプリ村野 参加費・定員：講座により異なる 

詳しくは、「広報ひらかた 9 月号」をご確認ください。 

※申込受付は 9 月 2 日(木)からです。 

申込・問合せ先：NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 

TEL：072-805-3537 / FAX：072-805-3532 

Email：center@hirakatanpo-c.net 

サプリ村野学校 

https://shimisen-kyoto.org/subsidies


 

イベントカレンダー 
   1（水） 2（木） 3（金） 4（土） 

5（日） 

 

6（月） 7（火） 8（水） 9（木） 10（金） 11（土） 

12（日） 

 

13（月） 14（火） 15（水） 16（木） 17（金） 18（土） 

 

19（日） 20（祝・月） 21（火） 

  

 

22（水） 23（祝・木） 24（金） 25（土） 

26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木）   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

※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 

まちづくり井戸端会議 

日時：9 月 21 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 

ひらせんナビ 9月号（2021.9） 

 

ひらかた市民活動支援センターの登録団体等 35 団体が発表・展示・体験などを通じ

て普段の活動を楽しく紹介。リサイクル自転車の販売、車いすに簡単装着「ハンドサ

イクル」試乗、絵本カー、スタンプラリー、おもちゃづくり体験、オカリナ演奏、有機

野菜販売、英会話体験、SDGs ゲームなど。（詳細は QR コードから↓） 

※新型コロナウイルス感染症対策を実施します。 

 

日時：9 月 26 日(日)10：00～15：00(予定) 

会場：ニッペパーク岡東中央 

問合せ先：NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 

TEL：072-805-3537 / FAX：072-805-3532 / Email：center@hirakatanpo-c.net 

 

ひらかた NPOフェスタ 2021 
あなたにできる SDGs～ヒントは NPOフェスタにある～ 

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 

緊急事態宣言 9/30(木)まで延長 

ボランティアスタッフ募集 
来場者の案内や会場警備、設営、片付けなどを一緒に行っていただけるボランティアを

募集(高校生以上)。ボランティア証明書の発行も可能です。 

日時：①9 月 25 日(土)14：00～16：00 ②26 日(日)9：00～16：00 の可能な時間 

問合せ：9 月 16 日(木)までに電話・メールなどでお問い合わせください。 

問合せ先：NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 

 

① 

① 

① ② 

② 

「ひらかた NPO フェスタ 2021」の 9 月 26 日（日）開催は、 

緊急事態宣言の延長に伴い、開催中止となりました。 

 

開催を楽しみにしておられた皆様におかれましては 

大変申し訳ありませんが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

中 止 


