
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

     
 

 
 
  

 
 
 
  

 

 

 
 

  

 
  
 
  

 

   

ひらせんナビ 
 

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。 

 
 

ひらせんナビ 
   

 

ひらせん情報紙 92号（2021年 8月発行） 

 

〈イベント〉 
マタニティカフェ 

〈イベント〉 〈講座〉 

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 
 

名著やベストセラーをテーマとする 

読書会のご案内 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

〈イベント〉 

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） 

 

 

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：①8 月 4 日(水) ②21 日(土) ③26 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  

参加費：①・②・③いずれも 200 円 

問合先：マタニティチャームズ 

TEL：080-5336-5693 / Email：maternitycharms@gmail.com 

枚方市の NPO が勢ぞろい!発表・展示・バザー・体験などを通じ

て、普段の活動を紹介し、地域の皆さんと交流する、年に一度の

イベント。※新型コロナウイルス感染症予防対策を実施します。 

テーマ：あなたにできる SDGs 

～ヒントは NPO フェスタにある～ 

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 

 

※事前にテーマ本の一読をお願いします 

日時：8 月 24 日(火)19：30～21：00  

テーマ本：2030:世界の大変化を「水平思考」で展望する  

(著：マウロ・ギレン) 

場所：オンラインソフト Zoom にて開催 

参加費：無料 定員：6 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） 

ひらかた NPOフェスタ 
2021 

カウンセラー入門講座 
～講座体験＆受講説明会～ 

心の支援についての基本的な取り組みを学べます。 

日時：8 月 24 日(火) 

①・③10：00～11：30 ②19：00～20：30 

場所：①・②ラポールひらかた ③交野市立 青年の家 

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 

①TOYO TIRE グループ環境保護基金 2022 年度募集           

 締切：9 月 30 日（木）当日消印有効 分野：環境          

 詳細：https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/         

詳しくは、上記 URL または QR コードからご確認ください。 

 

②東京海上日動あんしん生命「給付型奨学金制度」募集 

締切：10 月 29 日（金）当日消印有効 

詳細：https://www.philanthropy.or.jp/anshin/2022/ 

 詳しくは、上記 URL または QR コードからご確認ください。 

助 成 金 情 報  

〈イベント〉 
百歳市民大学の公開講座 

勾玉(まがたま)作り 参加者募集 
夏休みの自由研究に古代史体験に挑戦しませんか!! 

日時：8 月 10 日(火)13：30 開始 

場所：枚方市市民会館 2 階 第 6 集会室 参加費：500 円 

対象：小学生（低学年の方は親同伴も可）・中学生 

講師：植田正幸氏（歴史学者：大阪府高齢者大学講師） 

持参する物：ビニールシート・軍手 

申込・問合先：君塚（きみづか）まで 

TEL：080-5326-2949 / FAX：072-855-2949 

mailto:snoknpo@gmail.com
https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/
https://www.philanthropy.or.jp/anshin/2022/


イベントカレンダー 
1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 

8（祝・日） 

 

9（振休・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）     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

   

 

   
 

 

 

   

編集・発行 
NPO法人 ひらかた市民活動支援センター（休所日：水曜日） 
〒 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 

※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：8 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 

サプリ村野学校 「大人のためのえほんライブ」 
日時：8 月 27 日(日)19：00～19：30  場所：サプリ村野 参加費：無料 定員：15 人 

申込：8 月 1 日(日)9：00～右記 QR コードから 

みんなの防災 枚方市の防災ガイドを見てみよう 

日時：8 月 12 日(木)10：00～11：30  場所：サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室 

参加費：無料  定員：25 人(先着)  持ち物：令和 3 年度版防災ガイド 

講師：臼井将之氏(枚方市危機管理室)  ゲスト：山口遼太氏(淀川管内河川レンジャー) 

申込：「講座名」「名前」「連絡先」を添えて、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 

グーグルサイトで作るホームページ講座 

日時：8 月 13 日(金)13：30～15：00 場所：サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室 

参加費：無料  定員：25 人(先着)  持ち物：ノートパソコン 

講師：高尾千秋氏(NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 理事) 

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 

【中学生対象】SDGs de 地方創生カードゲーム で SDGs を学ぼう 

日時：8 月 21 日(土) 9：50～13：00(受付 9：40～) 場所：枚方市市民会館 3 階 

対象：中学生  参加費：無料  定員：20 人(超過した場合は抽選) 

申込：8 月 13 日(金)17：00 までに右の QR コード(申込フォーム)から 

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 

ひらせんナビ 8月号（2021.8） 

 

【高校生・大学生対象】HIRAKATA Think & Action for 2030 

日時：第 1 回 8 月 28 日(土) 10：00～13：20(受付 9：45～) 

   第 2 回 8 月 28 日(土) 14：10～17：30(受付 14：00～) 

   第 3 回 8 月 29 日(日) 10：00～13：20(受付 9：45～) 

場所：枚方市市民会館 3 階  対象：高校生・大学生  参加費：無料  定員：各回 30 人 

申込：8 月 13 日(金)17：00 までに右の QR コード(申込フォーム)から 

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 

※8 月 2 日（月）～31 日（火）まで緊急事態宣言発令 

延期 

延期 

延期 

【中学生対象】「SDGs de 地方創生カードゲームで SDGs を学ぼう」は、 

緊急事態宣言の発令に伴い、開催延期となりました。 

【高校生・大学生対象】「HIRAKATA Think & Action for 2030」は、 

緊急事態宣言の発令に伴い、開催延期となりました。 


