
 

  

 

 

  

 

     

 

    

  

  

     

    

 

 

  

  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

   

  

  

  

 

 

  

 

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 107号（2022年 11月発行） 

〈上映会〉 

枚方 マッサージ師会 
市民公開講座 

映画上映会「ばあばは、だいじょうぶ」 
日時：11 月 13 日(日)13：30～  
場所：枚方市総合文化芸術センター別館（旧メセナ） 

 メセナホール 
入場料：無料 定員：200 人※事前予約制 
申込：下記 URL または右記 QR コードから 
https://forms.gle/r95yegLAykyhu8df9 

問合先：(公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 枚方師会 
TEL：072-841-8090 / Email：warmth2030@outlook.jp 

マジシャンクラブＭのメンバーによるマジックショーを

開催します。新メンバーも募集中。（未経験者歓迎） 

日時：11 月 22 日(火) 13：00～14：00 

場所：枚方市総合福祉センター １階ロビー (長尾東町） 

   枚方市駅南口京阪バス停から 11 時半に送迎バス有 

参加費：無料 

問合先：マジシャンクラブＭ（担当：林） 

TEL：080-1422-8782 

〈写真展〉 

第 1回フォトクラブ 

「お散歩カメラ」写真展 

 今年４月に設立した写真クラブです。「写真で楽しく」を

合言葉に活動しています。日頃の活動成果をぜひご覧くだ

さい。「お散歩カメラ」では、現在会員を募集しています。 

日時：11 月 19 日(土)～24 日(木) 9：00～21：00 

（日曜・祝日、最終日は 17：00 まで） 

場所：さだ生涯学習市民センター ２階アートスペース 

問合先：フォトクラブ「お散歩カメラ」（担当：滝口） 

TEL：090-8231-0745 

Email：takiguch@leto.eonet.ne.jp 

〈イベント〉 
未来を創る スタディサークル 

 
今回のテーマは、『「幸福の国」デンマークを根源から支え 
る「ホイスコーレ（生のための学校）」について学ぶ』 
日時：11 月 5 日（土）14：00～17：00 
場所：サプリ村野 NPO センター 202 号室 
参加費：無料 定員：10 人程度 
※詳細は https://snok.org（右下 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） 

〈演奏会〉 

枚方宿ジャズストリート連携イベント 

ひらビー菊祭り 

 ビートルズカバーバンドの演奏 

日時：11 月 12 日(土) 15：00～19：30 

11 月 13 日(日) 13：30～18：00 

場所：枚方公園青少年センター 3 階ホール 

入場料：無料 

定員：先着 75 人 

問合先：ひら B 運営事務局オアシス（担当：椙尾） 

TEL：072-845-4021 

Email：hirakata_beatles@yahoo.co.jp 

 

〈フラダンス教室〉 

子どもフラダンス 
全 6回コース 新規開講します 

子どもらしい元気で可愛い曲を習います。 
日時：①11 月 16 日(水)、②30 日(水)、③12 月 14 日(水)、 

④21 日(水)、⑤1 月 11 日（水）、⑥25 日(水) 
①～⑥のいずれも 18：15～19：15 

場所：サプリ村野 or 南部生涯学習市民センター 
参加費：1 回 1,300 円 参加対象：中学生まで 
（保護者さん無料 ※小学 3 年生以下のお付添い優先。先着順） 

おうちで一緒に楽しんでほしいから♬( ◠‿◠ ) 
問合先：アロハレイピカケ（担当：藤原） 
TEL：090-1142-4688 / Email：pnyuru@yahoo.co.jp 

〈マジックショー〉 

〈交流会〉 

マジックショーの開催 

いこいのサロン・いこいのカフェ 

独立行政法人医療福祉機構（WAM）の活動 
①いこいのサロン（セルフ美容ケア講習会） 
②いこいのカフェ（地域の居場所づくり） 
日時：11 月 28 日(月) 

①10：30～12：00 ②12：30～15：30 
（2023 年 2 月まで第 4 月曜日に開催） 

場所：Rose スイートたいむ（枚方市長尾台 3-28-35） 
参加費：無料（お茶代 150 円） 
定員：（いこいのサロン）7 人 申込締切：開催日 4 日前 
問合先：NPO 法人ソシオキュアアンドケアサポート 
TEL/FAX：072-807-3216  
Email：reconfort234@gmail.com 

〈イベント〉 

枚管連（枚方マンション管理組合連合会） 

第 90回交流会のご案内 
 マンション管理に関する困りごとへの対応や、最新の関連 

課題などについて情報交換をします。 

日時：11 月 26 日（土）13：30～16：00 ※第４土曜 

場所：枚方市総合文化芸術センター別館(旧メセナ)２階多目的室 

第 1 部：管理会社との付き合い方・問題点など 

第 2 部：なんでも相談会（どなたでも参加・相談可） 

参加費：無料（事前申込） 

申込・問合先：枚方マンション管理組合連合会（担当：入口） 

TEL：080-7969-8972 

https://forms.gle/r95yegLAykyhu8df9
https://snok.org/
mailto:snoknpo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

イベントカレンダー  

  1（火） ２（水） ３（木･祝） ４（金） ５（土） 

６（日） ７（月） ８（火） ９（水） 10（木） 11（金） 12（土） 

13（日） 14（月） 

  

15（火） 16（水） 17（木） 18（金） 19（土） 

20（日） 21（月） 22（火） 23（水･祝） 24（木） 25（金） 26（土） 

27（日） 28（月） 29（火） 30（水）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

まちづくり井戸端会議 

日時：11 月 15 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 

※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 

ひらせんナビ 11月号（2022.11） 

 

助 成 金 情 報  

助成金情報は「ひらせんデータバンク」助成金情報をご覧ください。 

（右記 URL または QR コード参照）https://sites.google.com/view/hirasen-databank 

①  

『出産が楽しみになる マタニティコンサート』 

日時：11 月 20 日(日) 10：00～11：30 

場所：サプリ村野北館２階 ２０２号室 

参加対象：妊婦（週数問わず、医師の許可は特に 

求めていません。子連れ可。） 

参加費：500 円（子どもは無料） 

持参物：母子手帳 

詳しくは、「広報ひらかた 11 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。 

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 

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  

https://sites.google.com/view/hirasen-databank
http://hk-nalc.jp/

