
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 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。 

ひらせん情報紙６８号（２０１９年８月発行） 

８月号 
 

ひらせんナビ 
 

自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶネイチャーゲームを

体験し、プレーリーダーとして活躍してみませんか？ 

日時：８月 17 日(土)9：30～12：00 

場所：プレーパークこうりがおか 

参加費：無料、定員：先着 20 人 ※8/1(木)9：00より受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

プレーリーダー養成講座 
シェアリング 
ネイチャーゲーム体験会 

 
世界の目標を実現する 2030 年までの道のりを、ゲーム

を通じてみんなで体験しませんか？ 

日時：8 月 18 日(日)14：00～16：30 

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：先着 20 人 ※８/1(木)9：00より受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中野）TEL：072-805-3537 

FAX：072-805-3532 

   Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

サプリ村野学校  
SDGsカードゲーム体験会 

       

 

 

 

 ８/21
（水） 

 
段ボールハウスを組み立てお絵描きします。お弁当付。 

日時：８月 21 日(水)10：30～13：00 

場所：サプリ村野 会議室 104  参加費：1,500 円  

定員：先着 14 組、対象：1 歳半～3 歳と保護者 

持ち物：絵筆、ごみ袋、タオル、ウェットティッシュ、お子さん 

の飲食物、汚れてもよい服装 ※8/1(木)9：00より受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

 

 

サプリ村野学校  
ふれ合う子育てのススメ 

 

 
 

 

坐禅と講話の会 8/19
（月） 

 
日時：８月 19 日(月) 13：30～ 

場所：枚方市老人福祉センター楽寿荘 

(北中振 2-3-44・光善寺駅から徒歩 7 分) 

参加費：600 円 

講師：江上 泰山師（前金閣・鹿苑寺執事長） 

※この日はサイン会がありますので、サインが欲しい方

は、色紙と 500 円をご持参ください。 

申込・問合先：歴史と趣味の会 (代表：大谷) 

TEL：090-3272-7324 

 

      

 

日時：８月 11 日(日)1４：30～1６：３0 

場所：岡本町会館（五六市「親子広場とんとんとん」） 

内容：アイシングクッキー作り体験、アロマハンドマッサージ 

日時：８月 22 日(木)10：00～1２：00 

場所：菅原生涯学習市民センター 

内容：アトピーを治すお片づけの話 

参加費：200 円より 

問合先：マタニティチャームズ（担当：加籠六） 

TEL：080-5336-5693 

 

マタニティさんと地域をつなぐ 

マタニティカフェ 

 

8/11(日) 
8/22(木) 

８/18
（日） 

 

8/17
（土） 

 

8/6・13 
・20(火)  

 
 

 

サプリ村野学校    
コカリナ・漫画・イラスト体験 

講師が描き方を教えたり自由にお絵描きできます。 

日時：8 月 6 日・13 日・20 日 各(火) 

①コカリナ 15:15～16:15 ②イラスト 16:15～17:15 

場所：サプリ村野 会議室 104、参加費：300 円/回 

定員：先着 10 人、対象：小・中学生（保護者同伴可） 

持ち物：筆記用具 ※8/1(木)9：00 より受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

 

夏休みプログラミング 
言語(Ｃ言語)入門講座 

 

日時：8 月１日(木)・２日(金)・５日(月)・６日(火)・ 

８日(木)・９(金)・19 日(月)・20 日(火)・22 日(木)・ 

23 日(金)・26 日(月)・27 日(火)・29 日(木)・ 

30 日(金)・9 月 2 日(月)・3 日(火)・5 日(木) 

各 19：00～22：00（全 17 日 51 時間） 

場所：イートンルーム（大垣内町3-3-5石田ビル２階202） 

受講料：33,000 円、定員：6 人（先着順） 

申込・問合先：ＮＰＯ法人ハーモニークラブ 

Ｅmail：info@harmony-club.jp 

      

 

8/1(木)～
9/5(木) 

ありのママ子育てセミナー 

日時：①8 月 11 日「枠を外そう！」 

➁9 月 15 日「個性才能を理解しよう！」 

③10 月 13 日「自主性、主体性を育もう！」 

   各回(日)11：00～13：00 （全 3 回） 

場所：イートンルーム（大垣内町 3-3-5 石田ビル２階 202） 

受講料：2,500 円／回（賛助会員 2,000 円／回） 

定員：8 人（8/9 締切） 

申込・問合先：ＮＰＯ法人ハーモニークラブ 

Ｅmail：info@harmony-club.jp 

      

 

 8/11(日)～ 
10/13(日) 
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小さなガラスの器に苔を入れてつくる小さなジオラマ 

日時：8 月 22 日(木)10：00～11：30 

場所：サプリ村野 会議室 101 

参加費：1,980 円 定員：先着 10 人（中学生以上） 

持ち物：小さめの紙袋・エプロン・ウェットティッシュ 

      ※8/1(木)9：00 より受付 

申込・問合先：ひらかた市民活動支援センター 

（担当：中村）TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 

8/25 
（日） 

 
WENT(ウェント)は一般の吹奏楽団です♪枚方まつり

に出演します！ぜひ、聴きに来てください！ 

日時：8 月 25 日(日)時間未定 

場所：ニッペパーク岡東中央 

曲目：ディズニーファンティリュージョン、宝島ほか 

問合先：WENT (担当：速水) 

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

 

 

ＷＥＮＴ 出演情報 
 

サプリ村野学校  
苔テラリウム 

  

 

   

 

募集  
 

 
 

 

日時：木曜日(第 1・2・3)17：30～19：00 

場所：枚方市手話通訳協会事務所(宮之阪駅前) 

受講料：2,000 円／月 

※随時受付、見学可 

問合先：NPO 法人 枚方市手話通訳協会 

枚方市宮之阪 3-1-30 

TEL/FAX：072-807-4928  

Email：hstk@royal.ocn.ne.jp 

 

手話で話そう 
「会話コース」 

 

 

わんぱく集まれ！ 
淡路でドンどこ文化交流プロジェクト 
 淡路の人形浄瑠璃と太鼓で交流、キャンプファイヤー・

海ホタルなど自然体験がいっぱい！ 

日程：９月 21 日(土)～23 日(月・祝) 

対象：小学 3 年生以上 定員：45 人 

参加費：13,000 円 

宿泊先：国立淡路青少年交流の家（兵庫県南あわじ市） 

申込・問合先：NPO 法人雅夢（がむ）  

       TEL：090-8752-0336 

       FAX：072-829-4461 

 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 

 

      

募集  
 

8/2２
（木） 

 

ひらかた NPO フェスタでは、一緒に楽しくイベントを

盛り上げてくれるボランティアを募集しています。 

日時：〔準備〕9 月 7 日(土)13：00～16：00 

〔当日〕9 月 8 日(日)9：00～17：00 

場所：ニッペパーク岡東中央、枚方市市民会館ほか 

※当日は昼食対応あり。ボランティア証明書の発行可。 

問合先：ひらかた市民活動支援センター (担当：重村) 

    TEL：072-805-3537／FAX：072-805-3532 

Email：info@hirakatanpo-c.net 

 ９/21(土)～ 
23(月・祝) 

第 2回エスペランサカップ 
ボランティア募集 

9/21
（土） 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

      

 

日時：9 月 21 日(土)8：00～16：00 頃 

場所：JGREEN SAKAI (堺市堺区築港八幡町 145) 

内容：サッカーの副審・得点係、子どもの見守り 

定員：30 人（8/31 締切） 

申込・問合先：ＮＰＯ法人 エスペランサ（担当：岡崎） 

TEL：072-895-7560／FAX：072-895-7570 

携帯：090-8756-4936 

Email：info@e-speranza.net 

 

募集  
 

ひらかたＮＰＯフェスタ 
ボランティア募集 

9/8
（日） 

 
日時：9 月 8 日(日)10：00～15：00 

場所：ニッペパーク岡東中央、枚方市市民会館ほか 

※約 50 団体が、スポーツやイラスト教室、講座、講演

などを、8/1 より事前募集します。詳しくは、ＨＰ・

広報ひらかた 8 月号、チラシをご覧ください。   

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 

http://hirakatanpo-c.net/festa   

 

ひらかたＮＰＯフェスタ 
参加者募集 

 
海や川での 

水遊びには 

気をつけて！ 

ココから 
チェック！ 


