
 
  
 
 
  
 

     
 

    
  
  

     
    
 
 
  

  

 
   
 
 
   

 
 
 

 

  
  
 
  

 

 

  
   
  

  
  

 
 
  

 

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。 

 
   

 

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 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

ひらせん情報紙 106号（2022年 10月発行） 

〈講座説明会〉 〈イベント〉 

〈上映会〉 

〈講座〉 
成年後見制度セミナー 

（要申込） 
 

成年後見制度についてのお話 

日時：①10 月 15 日(土)15：00～16：00  

②10 月 29 日(土)14：00～15：00 

場所：①牧野生涯学習市民センター 

②楠葉生涯学習市民センター 

参加費：無料  定員：15 人程度 

申込：各日の前日までに下記問合せ先へご連絡ください。 

問合先：(一社)福祉後見サポートセンター（担当：青木） 

TEL：090-9759-5636 / Email：tomokz@pearl.ocn.ne.jp 

大阪府高齢者大学校 
2023 年度  受講生募 集  

笑顔と活力が満ち溢れる生涯学習を目指しています。 
講座期間：2023 年 4 月～2024 年 3 月(夏期・年末年始休講) 
講座会場：大阪市教育会館、大阪府社会福祉会館など 
申込期間：10 月 17 日(月)～11 月 25 日(金)15 時まで 
受講料：年額 60,000 円 
申込方法：申込書を「大阪府高齢者大学校募集委員会」宛郵

送、または持参。ホームページからも受付 
申込・問合先：認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校 
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 大阪市教育会館内 

TEL：06-6360-4471 / URL：https://osaka-koudai.or.jp/ 

 

2023 年度受講生募集にかかる講座説明会を開催します。

※予約不要 

日時：10 月 25 日(火)14：00～15：30 (受付 13：30～)  

場所：ラポールひらかた 

※10 月 18 日(火)～11 月 22 日(火)の間で他市でも開催。 

申込・問合先：認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 大阪市教育会館内 

TEL：06-6360-4471 / URL：https://osaka-koudai.or.jp/ 

大阪府高齢者大学校 
講座説明会 

気晴らしに外出しませんか？最小限の付き添い者（運転者）以

外との接触を避けて、軽自動車の車窓から街を眺めません

か？行先目的自由。夜間、祝祭日対応 

日時：随時 

場所：枚方市内発着 

費用：1 時間 3,000 円（延長可。保険完備） 

問合先：NPO エンパワセツルメント（担当：竹谷） 

TEL：070-5653-6124 

ひきこもり気晴らし 枚方鍼灸マッサージ師会 
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 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 

名著やベストセラーをテーマとする 

読書会のご案内 
※事前にテーマ本の一読をお願いします 

日時：10 月 30 日(日)19：30～21：00  

テーマ本：他者と働く－「わかりあえなさ」から始める組

織論（著：宇田川元一） 

場所：オンラインソフト Zoom にて開催 参加費：無料  

※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） 

〈イベント〉 
あなたの知らない 

ウミガメのはなし 
10 月の木曜～土曜に開催される亀をテーマにした作品の

展示＆販売イベント「かめづくし」の中で、ウミガメにつ

いてお話します。詳細は SNS にて発信していきます。 

日時：10 月 15 日(土)①13：00～ ②15：00～ 

場所：雑貨屋＆ギャラリーNEFNE(寝屋川市八坂町 13-11) 

参加費：無料 定員：各回 12 人 

申込：https://bit.ly/3hXYIp0 

問合先：日本ウミガメ協議会 

TEL：072-864-0335 / Email：matsumiya@umigame.org 

http://hk-nalc.jp/
https://osaka-koudai.or.jp/
https://forms.gle/r95yegLAykyhu8df9
https://snok.org/
mailto:snoknpo@gmail.com
https://bit.ly/3hXYIp0


 

 

 

 

 

 

イベントカレンダー  

      1（土） 

2（日） 3（月） 4（火） 5（水） 6（木） 7（金） 8（土） 

9（日） 10（祝・月） 

  

11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 

16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木） 21（金） 22（土） 

23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土） 

30（日） 31（月）      

 
 
 

 

詳しくは、「広報ひらかた 10 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。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

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 

①『面白マジックショー＆マジック教室』          

②『科学実験教室』 

まちづくり井戸端会議 

日時：10 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 

 

 

   

 

※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 

①  

ひらせんナビ 10月号（2022.10） 

 

② 

ひらかた NPOフェスタ 2022 
つづく つながる みんなの想い 

ひらかた市民活動支援センターの登録団体等が発表・展

示・体験などを通じて普段の活動を楽しく紹介。（詳細は下

記 QR コードから）※公共交通機関でご来場ください。 

日時：10 月 23 日(日)10：00～15：00(予定) 

会場：サプリ村野 

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 

 

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） 

 

 

NPO フェスタ

2022 

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 

https://sites.google.com/view/hirasen-databank

