ひらせん情報紙 105 号（2022 年 9 月発行）

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。

成年後見制度セミナー
〈講座〉

（要申込）

成年後見制度についてのお話
日時：①9 月 3 日(土) ②10 月 1 日(土)
①・②どちらも 13：00～14：00
場所：①菅原生涯学習市民センター
②南部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

マタニティさんが気軽に集える居場所
〈イベント〉

日時：①9 月 7 日(水) 10：30～12：00
②9 月 18 日(日)9：30～11：30
③9 月 22 日(木)10：00～12：00
場所：①[香里]しょうとく*まちかどステーション
②[村野]サプリ村野 ③[牧野]がじゅまる木保育園
対象：2022 年以降に出産ママ 参加費：いずれも 200 円
問合先：マタニティチャームズ
公式 LINE
TEL：080-5336-5693
QR コード
Email：maternitycharms@gmail.com

名著やベストセラーをテーマとする

マタニティさんと産後ママのための
〈講座〉

防災防犯連続講座

全 6 回の連続講座。マタニティさんや産後ママが災害に
あった時のための学びの場。6 回目は「<防犯>犯罪の発生
状況や被害に遭わないために」
日時：9 月 24 日(土)10：00～11：20
場所：輝きプラザきらら 8 階 地域防災センター研修室
参加費：無料
定員：7 家族
問合先：マタニティチャームズ
公式 LINE
「マタニティチャームズ」の公式 LINE QR コード
(右記 QR コード)からご連絡ください。

〈講座〉

枚方新喜劇第 11 回公演

2 年振りの公演決定！漫才 4 組、人情喜劇、全二景。こんな
時期だからこそ、思いっきり笑ってください。
日時：9 月 28 日(水)12：30 開場 13：00 開演
場所：枚方市総合文化芸術センター 関西医大小ホール
参加費：無料
詳 細 は https://hirakata-arts.jp/event/detail_924.html( 枚
方市総合文化芸術センターホームページ)を参照
問合先：サークル風(担当：聲高)
TEL：072-846-5611

〈イベント〉

面白マジックショー
＆マジック教室

マジシャンクラブ M のメンバーによるマジックショーと
マジック教室を実施します。
日時：10 月 10 日(祝・月)13：00～14：15
場所：サプリ村野
定員：20 人
参加費：無料
申込：10 月 1 日(土)9：00 から電話・FAX・メールで受付
申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター
TEL：072-805-3537 / FAX：072-805-3532
Email：info@hirakatanpo-c.net

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：9 月 25 日(日)19：30～21：00
テーマ本：恐れのない組織
（著：エイミーC・エドモンドソン）
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）

サークル風
〈イベント〉

マタニティカフェ

大阪府民カレッジ「ひらかた校」
〈講座説明会〉

講座説明会

令和 5(2023)年度第 7 期受講生募集についての講座説明
会を行います。
日時：①10 月 1 日(土) ②12 月 3 日(土)
①・②いずれも 10：30～
場所：ラポールひらかた 参加費：無料
申込・問合先：NPO 法人大阪府民カレッジ事務局
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35(大阪市教育会館内)
TEL：06-6360-4565 / FAX：06-6360-4410

大阪府民カレッジ「ひらかた校」

令和 5 年度第 7 期受講生募集
※詳細は、市内生涯学習市民センター等に配架される募集要
項をご確認ください。
講座期間：令和 5(2023)年 4 月～令和 6(2024)年 3 月
授業日：水曜日
申込：令和 4(2022)年 10 月 11 日(火)～令和 5(2023)年 3 月
20 日(月) (定員になり次第締切)
受講料：年間 29,000 円(年間 24 回)
※校外学習・実習材料費など別途負担あり
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

ひらせんナビ 9 月号（2022.9）

全国ネットのＮＰＯ法人

大阪府児童養護施設対抗フットサル大会

ナルク枚方拠点「天の川クラブ」

第 5 回エスペランサカップ

会員募集

ボランティアスタッフ募集

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

百歳市民大学
入学生募集

助 成 金 情 報

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

イベントカレンダー

大阪府児童養護施設対抗のフットサル大会でのボランティア
スタッフを募集。※詳細は、お申込み後お知らせします。
日時：9 月 23 日(祝・金)8：00～16：00
場所：JGREEN SAKAI
参加費：無料
問合先：特定非営利活動法人エスペランサ
TEL：072-895-7560 / FAX：072-895-7570
Email：info@e-speranza.net

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

※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。

1（木）

2（金）

3（土）

4（日）

5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）

16（金）

17（土）

①
18（日）

19（祝・月） 20（火）

21（水）

22（木）

23（祝・金） 24（土）

26（月）

28（水）

29（木）

30（金）

②
25（日）

27（火）
サプリ村野
休館日

まちづくり井戸端会議
日時：9 月 20 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
詳しくは、
「広報ひらかた 9 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。
サプリ村野学校
①『メンズ(男性)ヨガはじめて体験』
②『未来を創るスタディサークル』
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