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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。

〈イベント〉

マジックショーの開催

マジシャンクラブ M のメンバーによるマジックショーを
開催します。新メンバーも募集中（未経験者歓迎）
日時：7 月 3 日(日)14：00～16：00
場所：菅原生涯学習市民センター2 階大ホール
参加費：無料
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）

マタニティさんが気軽に集える居場所
〈イベント〉

日時：①7 月 6 日(水) 10：30～12：00
②7 月 17 日(日)9：30～11：30
③7 月 28 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

小学生 2 泊 3 日キャンプ

マタニティさんと産後ママのための
〈講座〉

海とあそぼう参加者募集

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。4 回目は「防災バッグと名札
ワークショップ」
日時：7 月 30 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
「マタニティチャームズ」の公式 LINE 公式 LINE
QR コード
(右記 QR コード)からご連絡ください。

マタニティカフェ

この夏休みは、海を舞台に夏の自然の中で大いに遊びません
か？
日時：7 月 25 日(月)～27 日(水)
行先：徳島県 YMCA 阿南国際海洋センター
集合場所：枚方市駅※詳細はお申込み後お知らせします
対象：小学性
参加費：25,000 円
定員：25 人
問合先：NPO 法人ふれあいネットひらかた
TEL：090-2283-7625

Email：hayashi1655@shokuiku-station.com
URL：http://www.shokuiku-station.com/

全国ネットのＮＰＯ法人

百歳市民大学
入学生募集

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

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

助 成 金 情 報
申請締切

助成金名

キーワード

申請・問合せ先

7/29

小林製薬青い鳥財団

障がい・病気・子どもと家族・ (公財)

（金）

支援活動助成

会ったらいいな・活動支援

小林製薬青い鳥財団

貧困の解消・組織診断・基盤

パナソニック ホールデ

強化・サスティナブル・共生

ィングス株式会社

7/31
（日）

Panasonic
NPO/NGO サポートファ
ンド for SDGs(国内)

その他、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
https://sites.google.com/view/hirasen-databank

サイト QR

ひらせんナビ 7 月号（2022.7）

イベントカレンダー

※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。
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夏休みボランティア体験 7/20(水)～8 月下旬

SDGs de 地方創生カードゲーム体験会
日時：7 月 16 日(土)14：00～16：30
場所：サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室
対象小学校 5 年生以上、大人も大歓迎
参加費：無料
定員：15 人(先着)
申込：右の QR コード(申込フォーム)から受付
サプリ村野学校
① 『人間関係のストレスを減らす心理学講座』
日時：7 月 17 日(日)13：30～15：30
場所：サプリ村野 一時利用室 202
対象：18 歳以上
参加費：1,000 円 定員：15 人

②『50 歳からの演劇入門』
日時：7 月 21 日(木)13：30～15：30
場所：サプリ村野 一時利用室 202
対象：50 歳以上
参加費：500 円 定員：15 人

①②の講座の参加申込みについては、7 月 1 日(金) 9 時より受付。
名前・電話番号・講座名をひらかた市民活動支援センターまでご連絡ください。
まちづくり井戸端会議
日時：7 月 19 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
夏休みボランティア体験 参加者募集
期間：7 月 20 日(水)～8 月下旬の夏休み期間
場所：主に枚方市内
対象：中学生以上の学生（中学生・高校生・大学生・短大生・専門学校生）
申込：右記 QR コードからひらかた市民活動支援センターの HP を確認してお申込みください
申込締切：第 1 次 7 月 16 日(土)
第 2 次 7 月 28 日(木)

詳しくは、
「広報ひらかた 7 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
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