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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。

「新春走ろうかい」
〈イベント〉

-ひ ら か た
〈イベント〉
オンラインマラソン-

スマートフォンにランニングアプリをダウンロードして、大会
開催期間中に、好きな時間・場所を走ろう。
大会開催期間：令和 3 年 1 月 1 日(金祝)～17 日(日)
申込期間：令和 2 年 11 月 1 日(日)～22 日(日)
参加費：一般男女、視覚障がい者の部…2,000 円
中学生男女、ファミリーの部(1 グループ 2~5 人以内)…500 円
イベントの詳細は、右記 QR コードから
問合先：公益財団法人枚方市スポーツ協会
TEL：072-898-0200 / FAX：072-898-0201

〈体験講座〉

えほんライブ

アートワーク
セラピー

芸術表現により心を癒すアートセラピーを体験し、
ストレスの発散につなげてみませんか。
日時：11 月 4 日(水)10：30～11：30
場所：ラポールひらかた 3 階 研修室 2
講師：小田 美恵氏（アートワークセラピー教室「こころんば」主宰）
受講料：無料 定員：15 人(要予約)
問合先：放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」(担当：豊高)
TEL：090-5893-5635(16 時以降)
Email：c-k@love-dugong.net

コロナの影響でコンサートに出かけられないお子様と
保護者のみなさま、保育、教育関係のみなさまに向けて動画
配信コンサートを開催します。<Facebook ライブ配信>
日時：11 月 3 日(火祝)14：00～15：30 参加費：無料
※後日、申込みされた方に録画配信 URL の送付あり。
イベントの詳細、申込は右記 QR コードから
申込締切：11 月 2 日(月)
問合先：NPO 法人ハーモニークラブ
TEL：080-4393-8255 / Email：info@harmony-club.jp

〈サプリ村野学校〉

〔実施団体：ハンドメイドアクセサリー教室リバリバ工房〕

日時：11 月 14 日(土)10：00～12：30
場所：サプリ村野会議室 104 参加費：1,000 円
定員：20 人(先着) 対象：小学 4 年生以上
11 月 1 日(日)9：00～電話・FAX・メールで申込受付
申込・問合先：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：info@hirakatanpo-c.net

〈講座相談会〉

人生が(たぶん、少し)豊かになる！

に 参 加 し ま せ ん か ？ 〈サプリ村野学校〉

まちづくりに夢がある方、自分の経験を活かしたい方、
市民活動をしていて困ったことがある方など、どなた
でもご参加いただけます。
日時：11 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
問合先：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：info@hirakatanpo-c.net

2021 年度 受講生募集

シニアの生涯学習、社会参加活動の場として、多様な講
座を開設しています。
日時：12 月 5 日(土)13：30～15：00(受付 13：00～)
場所：ラポールひらかた 4 階 研修室
参加費：無料 定員：57 人
申込：電話またはメールにて事前申し込み必要
問合先：認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校募集委員会
TEL：06-6360-4400/URL：https://osaka-koudai.or.jp/
Email：yoyaku@osaka-kouda.com

ビーズを編んで
アクセサリー作り

ツーホールビーズで、ペンダントトップを作ります。

まちづくり井戸端会議
〈催し〉

動画配信コンサート

ボランティア基礎講座

ボランタリーな一歩から始まること、広がることを
聞いてみませんか。
日時：11 月 21 日(土)14：00～15：30
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：20 人(先着) 対象：中学生以上
申込：11 月 1 日(日)9：00～下記フォームより申込受付
問合先：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：info@hirakatanpo-c.net

子育てほっとサロン

「いきぬき」

ひとりで抱え込まないで・・・
子育てに悩むお母さんたちの集いの場。みんなで心の底に
ため込んだ気持ち、吐き出しませんか？
相談はオンラインで受付。詳細は右下 QR コードより。
対象：子育てに悩むお母さんたち
※守秘義務を徹底します。
申込・問合先：NPO 法人エスペランサ (担当：岡﨑)
TEL：072-895-7560 Email：info@e-speranza.net
URL：https://peraichi.com/landing_pages/view/ikinuki55
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たのしいマジック
を出前します

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

外出困難な障害のある方や、そのご家族の方、マジック
で不思議と驚きの世界を楽しみませんか。子ども会、老
人会などにも出前します。ぜひ、お声がけください。
（無料）
※マジシャンクラブ M の会員も募集中
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）

情報紙「ひらせんナビ」では、月１回、
ＮＰＯなどのイベント情報やメンバー募集、地域
で役立つ情報をお知らせしています。
掲載は、ひらかた市民活動支援センターの会員
または登録団体であることが条件です。
詳しくは、ひらかた市民活動支援センター
までお問合せ下さい。

NPO 支援助成金情報
申請締切

助成金名

11/24

令和 3 年度

（火）
※電子申請

子どもゆめ基金助成金

11/30

2021 年度

（月）

ヤマト福祉財団助成金

12/2
（水）

地球環境基金

分野

申請・問合せ先

サイト QR

独立行政法人
子どもの健全育成

国立青少年
教育振興機構

障がい者福祉

環境

公益財団法人
ヤマト福祉財団
独立行政法人
環境再生保全機構

★NPO(市民活動団体)のための新型コロナウィルス対応お役立ちサイト
https://stopcovid19-for-npo.jp/
※感染拡大予防のガイドラインや助成金情報、講座のオンライン化情報などあり。
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