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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。

〈イベント〉

マタニティカフェ

これから出産を迎えるマタニティさんが、気軽に集える居場所。
日時：①1 月 5 日(水) ②29 日(土) ③27 日(木)
①10：30～12：00 ②・③10：00～12：00
場所：①[香里]しょうとく*まちかどステーション
②[楠葉]ブライダルサロン Blessing
③[星田]らもりーる
対象：2021 年以降に出産ママ
公式 LINE
参加費：①・②・③いずれも 200 円
QR コード
問合先：マタニティチャームズ
TEL：080-5336-5693 / Email：maternitycharms@gmail.com

〈講座〉

カウンセラー入門講座
～講座体験＆説明会～

心の支援についての基本的な取り組みを学べます。
日時：①1 月 27 日(木) ②③2 月 3 日(木)
①②10：00～11：30 ③19：00～20：30
場所：①交野市立 青年の家 ②③ラポールひらかた
参加費：無料 定員：各 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

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

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）

〈イベント〉

バリアフリーの和太鼓体験会
参加者募集

障害児・者も健常児・者もみんなで。楽しく太鼓を叩きま
せんか？
日時：1 月 9 日(日)14：00～16：00
場所：寝屋川市立エスポアール 定員：50 人(要予約)
参加費：障害児・者 無料
健常児・者 500 円
申込・問合先：NPO 法人雅夢（担当：内田）
TEL：090-8752-0336 / FAX：072-829-4461
Email：npo.gamu@nifty.com

〈イベント〉

第 17 回
枚方ティーサロン

ネパール駐在記についてお話します。
日時：1 月 29 日(土)14：00～16：00
場所：枚方市市民会館 3 階 第 1 会議室
参加費：500 円
定員：25 人
申込：1 月 26 日(水)までに下記「問合先」担当者まで
問合先：公益社団法人アジア協会アジア友の会枚方地区会
(担当：天野)
TEL：090-4288-7726 / Email：jafshirakata@gmail.com

年末年始の
地域密着型ホームレス支援
ボランティア募集
枚方でホームレス暮らしを余儀なくされている人がいます。
年末年始に物資や居場所の提供など、一緒に活動してくださ
るボランティアさんを募集中。
（NHK 歳末たすけあい助成による）
活動日時：12 月 31 日(金)～1 月 4 日(火)
活動場所：枚方市内（詳細は直接お伝え）
申込：12 月 28 日(火)までに下記「問合先」へ
問合先：NPO エンパワセツルメント
Email：info@jp-hitori.net

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
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助成金情報
NPO やボランティア、市民活動等を支援する助成金情報がまとまっているサイトのご紹介です。
①CANPAN FIELDS（日本財団）
詳細：https://fields.canpan.info/
詳しくは、上記 URL または右記 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 または右記 QR コードからご確認ください。
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※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。

サプリ村野学校
糸と針で作るパールネックレス
日時：1 月 15 日(土)9：30～11：30
場所：サプリ村野 参加費：1,000 円 定員：先着 10 人
詳しくは、
「広報ひらかた 1 月号」をご確認ください。
申込・問合せは、電話・FAX・メールで NPO 法人ひらかた市民活動支援センターへ
まちづくり井戸端会議
日時：1 月 18 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
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/
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