
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 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７０号（２０１９年１０月発行） 

 

 

10/10
（木）

 
 

 

日時：10 月 10 日(木) 13：30～14：30 

場所：サプリ村野 会議室 203 

内容：太極拳の基本の足の運び方、手の動き方など 

参加費：800 円、持ち物：運動靴、動きやすい服装 

定員：先着 10 人  ※10/1(火)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    
初めての太極拳 

 

 

 

大人のプレーパーク 

 

10/19
（土） 

 
日時・場所：10 月 19 日(土)・プレーパークこおりがおか 

①ネイチャーゲーム 10：30～11：00 

②ジビエバーベキュー 11：00～13：00 

③パーゴラづくり 13：30～16：00 

参加費：①➂無料②1,500 円(9:30～草刈り参加の方無料) 

定員：先着 20 人/回  ※10/1(火)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：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 
Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

 

 

日時：①10 月９日(水)13：30～14：30 

②10 月 23 日(水)13：30～14：30 

内容：「南の島のハメハメハ大王」のメロディーでダンス 

場所：サプリ村野 会議室 202 

参加費：100 円/回、持ち物：T シャツ、運動シューズ 

定員：先着 20 人/回  ※10/1(火)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    
初めてのフラダンス 

心理カウンセラー養成講座 
～体験講座＆説明会～ 

 心のサポート、社会貢献、対人関係の改善など日常生活

に役立ちます 

日時：10 月19 日(土)13：00～14：30 

10 月24 日(木)10：30～12：00、19：00～20：30 

場所：ラポールひらかた、参加費：無料 

申込・問合先：NPO 法人京阪総合カウンセリング 

（担当：原川） TEL：072-814-7140 

Email：jimu@npo-ksc.net  

http://www.npo-ksc.net 

 

日時：10 月 20 日(日)13：00～17：00 

①ひきこもり当事者(ライフアート)からの報告 

②講演「笑いと悲しみに生きる」山田 孝明さん 

③グループで対話ミーティング 

場所：ラポールひらかた 4 階大研修室 

申込・問合先：NPO 法人つばさの会大阪 

Email：joke@joke-jp.com 

http://joke-jp.com/tsubasa 

☆全国唯一のひきこもり団体 KHJ に加入しています。 

 

 

講演「親80歳・子50歳 
問題を考える」 

 

10/20
（日） 

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 

 

私たちの街、歴史・文化・コミュニティを仲間とともに 

学ぶ受講生募集の講座説明会を行います。 

日時：10 月 19 日(土)13：30～15：00 

   11 月 23 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 

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 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 

   大阪市教育会館内 

 

10/19(土) 
11/23(土) 

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：10 月 7 日(月)13：30～15：30 

場所：サンプラザ生涯学習市民センター ５階視聴覚室 

日時：10 月 27 日(日)12：30～14：00 

場所：南部生涯学習市民センター 2 階音楽室 

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！ 

 

 10/7(月) 
10/27(日) 

サプリ村野学校    
50歳からの演劇入門 

日時:  10 月 10 日(木)、24 日(木) 各 14：00～16：00 

場所：サプリ村野 会議室 202  

内容：発声やストレッチ、シアターゲーム、ミニ芝居等 

講師：劇団「スティックシアターひらかた」松浦 友さん 

参加費：1,000 円(全 2 回)※1 回の場合は 700 円 

定員：先着 14 人  ※10/1(火)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 

 

 

 

 
 

10/９(水) 
10/23(水) 
 

 
 

 
 

10/10(木) 
10/24(木) 
 

 
 

 10/19(土) 
10/24(木) 

 
 

 

mailto:info@hirakatanpo-c.net
mailto:info@hirakatanpo-c.net
mailto:info@hirakatanpo-c.net


 

 
 
 
 

  

  

  

  

ひらせんナビ 10月号（2019.10） 

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 
URL：http://hirakatanpo-c.net/ 

 

募集  
 
 WENT(ウェント)は一般の吹奏楽団です♪団員募集中

です！詳しくは WEB ページ【WENT】で検索！ 

練習日時：毎週土曜日１７：３０～２１：００ 

練習場所：楠葉生涯学習市民センター 

     または御殿山生涯学習美術センター 

活動費：1,500 円/月 

問合先：WENT (担当：速水)  

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

https://went1003.web.fc2.com/ 

 

 

ＷＥＮＴ 団員募集 
 

 

 

   

 

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 
  

 
 

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 

 

      

募集期間：10 月 1 日(火)～12 月 6 日(金) 

※土日祝日を除き、10：00～15：00 まで受付 

費用：55,000 円／年 ※科目により追加費用必要。 

定員：各科目 30～50 人 

申込・問合先：認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校 

TEL：06-6360-4400 

大阪市中央区法円坂 1-1-35 

大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)内６階 

https://osaka-koudai.or.jp/ 

 

2020年度 受講生募集 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

      

 

10/20
（日） 

 

サプリ村野学校 
えほんライブでアフレコ体験 

日時：10 月 20 日(日)12：30～14：30 

場所：サプリ村野 会議室 101  

内容：オリジナルえほんライブ観覧とアフレコ体験 

対象：保育に携わっている方、その他興味のある人 

参加費：1,300 円（小中学生の参加は 500 円） 

定員：抽選で７人   ※10/1(火)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 

   

 

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～ 

     ※10 月は 2 日(水)・12 日(土)  

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/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 

 

日時：11 月 16 日(土)17：00～20：00(予定)〔準備〕 

11 月 17 日(日)8：30～18：00(予定)〔当日運営〕 

※当日は 3 時間以上であれば時間相談可 

場所：岡本町公園・ビオルネ 

※メールで氏名・年齢・住所・電話番号等を記載の上、 

 ご応募ください。※10/30(水)締切 

申込・問合先：NPO 法人ますくまんず 

Email：info@maskmans.org  

http:// maskmans.org/ 

 

 

 

 OSAKAモリアゲ隊=Presents= 
ひらかたDASH!!3～人が集まるまちのイベント♪～ 

ボランティア募集 
 

 

 
 

   
 

NACS-J自然観察指導員 
講習会受講生募集 

 

 
 

 12/７(土) 
 ～ 8(日) 

 講義や野外実習を通して、自然を正しく伝えるための 

「自然の見かた」を学びます。 

日程：12 月 7 日(土)～8 日(日)1 泊 2 日 

場所：吹田市自然体験交流センター(現地集合９：３０) 

参加費：24,000 円(受講料、初年度登録料、宿泊食費等) 

定員：60 人  ※11/5(火)申込締切 

申込・問合先：NACS-J 自然観察指導員大阪連絡会 

        Email：sk2019@jinenjo.org 

http://urx2.nu/bEVo 

 

サークル風 15周年 
枚方新喜劇 第10回記念公演 
 
 

漫才と演劇の団体「サークル風」の記念公演です。 

笑いと涙のお芝居と、大爆笑の漫才をお楽しみ下さい。 

日時：11 月 12 日(火)13：00 開演 

場所：南部生涯学習市民センター 2 階ホール 

演目：お芝居「瓢箪からコマ」、漫才５組、漫談など 

   ※ゲストの歌や踊りもあり 

入場料：無料 

問合先：サークル風（担当：聲高） 

TEL：072-846-5611 

  

 

 

11/12
（土） 

 

11/16(土) 
11/17(日) 

ココから 
チェック！ 

募集  
 
 

募集  
 
 


