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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。

名著やベストセラーをテーマとする
〈イベント〉

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：1 月 9 日(土)13：00～15：00
テーマ本：
「LIFESPAN：老いなき世界」
(著：デビッド・A.シンクレア，マシュー・D.ラプラント)
※次回は２月２０日(土)10：00～12：00 開催予定
テーマ本：
「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」
場所：枚方市駅付近のカフェなど※後日お知らせ
参加費：無料※飲食代は各自負担
問合先：NPO 法人スノック(担当：絹川)
Email：snoknpo@gmail.com URL：https://snok.org

〈イベント〉

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：①1 月 14 日(木)10：00～12：00②18 日(月)10：00～
12：00③20 日(水)10：30～12：00④28 日(木)13：00
～15：00
場所：①Zoom で開催(Zoom ID659-854-9871 PW98760)
②[楠葉]結婚相談所 Blessing③[香里]しょうとく*
まちかどステーション④[星田]らもりーる
対象：2021 年に出産ママ 参加費：②③④200 円(①は無料)
問合先：マタニティチャームズ
TEL：080-5336-5693 / Email：maternitycharms@gmail.com

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 3 年度 5 期受講生募集についての講座説明会を行い
ます。
日時：1 月 16 日(土)10：30～12：00
場所：ラポールひらかた 3 階 研修室 1 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
URL：https://www.osakakumin.org/
〈学習会〉

8050（はちまるごまる）
問題を考える学習会

生きづらさを抱える子の社会的自立のために、親自身の老
いを前に何を考え備えていけばいいのか。
日時：1 月 20 日(水)11：00～12：00
場所：ラポールひらかた 2 階 集会室
参加費：無料 定員：20 人(要予約)
申込・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(18 時以降)
Email：c-k@love-dugong.net

大阪府民カレッジ「ひらかた校」

令和 3 年度 5 期受講生募集
私たちの街、歴史、文化、コミュニティを仲間と共に学びます。
講座期間：令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 授業日：水曜日
申込期間：3 月 31 日(水)まで※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
申込方法：申込書を郵送または持参、ホームページからも受付
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
URL：https://www.osakakumin.org/

マタニティカフェ

〈講座〉

カウンセラー入門講座
～体験講座＆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：1 月 18 日(月)・25 日(月)10：30～12：00
場所：ラポールひらかた
参加費：無料 定員：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

百歳市民大学
入学生募集再開
歴史、文化教養、健康福祉の各講座を開催。
※しばらくの間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
休講しています。
活動場所：枚方市立老人福祉センター楽寿荘、市民会館など
入学金：1,000 円※月会費・年会費はありません
授業料：1 回 500 円(お好きな講座をご自由に)
対象：小学生～99 歳(自力で楽寿荘の坂をのぼれる方)
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

フットサル
ボランティアスタッフ
募集
施設で生活する子どもたちと一緒に、フットサルを楽しみ
ませんか？サッカー経験がなくても大丈夫です。
日時：隔週(土)14：00～17：30 頃
※途中参加・途中退出も可
場所：東大阪市内のグラウンド
内容：子どもとのフットサル練習
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
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【WEB】ひらかた NPO フェスタ
あなたにできる SDGs
〈WEB 公開〉

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

～ヒントは NPO フェスタにある～

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、初の試みとなる
オンラインで開催。枚方市を中心に活動する NPO や市民
団体等の情報を発信。参加動画数 40 動画。
公開日時：1 月 24 日(日)14：00～
※ひらかた市民活動支援センターYouTube チャンネルで公開

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：center@hirakatanpo-c.net

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

まちづくり井戸端会議
※毎月第 3 火曜 18：30～20：00

サプリ村野学校

サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室

申込は、電話・FAX・メールで受付
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①裂き編みでベビー帽子作り
15・29（金）12：30～14：30
②産後シミュレーションワークとセルフケア
19（火）10：00～11：30
③マタニティペイント＆撮影
31（日）12：30～14：15
④えほんライブ
17（日）10：30～11：00
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参加費：①②③3,000 円④無料
（①のみ プラス材料費 1,000 円）
対象：①②③
2020 年 4 月～2021 年 3 月
出産ママ
④なし
定員：①②③6 人/回
④5 組程度/回

※新型コロナウイルスの影響で、掲載イベントを中止・延期する可能性があります。
※イベント参加時はマスク着用など対策にご協力ください。

NPO 法人

http://hirakatanpo-c.net/
ひらかた市民活動支援センター

〒 573-0042

@hiracen_ info

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

@hiracen_ info

E メール：info@hirakatanpo-c.net

（休所日：水曜日）
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