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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〉

マタニティカフェ

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：①2 月 2 日(水) ②24 日(木) ③26 日(土)
①10：30～12：00 ②・③10：00～12：00
場所：①[香里]しょうとく*まちかどステーション
②[星田]らもりーる
③[楠葉]ブライダルサロン Blessing
対象：2021 年以降に出産ママ
公式 LINE
参加費：①・②・③いずれも 200 円
QR コード
問合先：マタニティチャームズ
TEL：080-5336-5693 / Email：maternitycharms@gmail.com

〈イベント〉

和太鼓・和太鼓体験会

楽しく太鼓を叩いてみませんか？
日時：2 月 23 日(祝・水)14：00～16：00
場所：寝屋川市立エスポアール 多目的ホール
対象：小学生以上
定員：先着 80 人(要予約)
参加費：小・中学生無料 高校生以上 500 円
持ち物：動きやすい服装、飲み物、上履き(土足厳禁)
申込・問合先：NPO 法人雅夢（担当：内田）
TEL：090-8752-0336 / FAX：072-829-4461
Email：npo.gamu@nifty.com

マジシャンクラブ M

マジック会員 募集

楽しくマジックを一緒にやりませんか。初心者大歓迎。
練習日時：毎月第１(日)午後
練習場所：菅原生涯学習市民センターほか
活動費：入会金 1,000 円、年会費 3,000 円
※子ども会、老人会などで喜んでいただいています。
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）

百歳市民大学
入学生募集
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
入学金：1,000 円(無料受講券 2 枚進呈)生涯有効
受講料：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

〈交流会〉

枚 管 連 (枚 方 マ ン シ ョ ン 管 理 組 合 連 合 会 )
第 88 回 交 流 会 の ご 案 内

マンション管理に関する困りごとへの対応や最新の関連
情報を、交流会を通じて提供します。
日時：2 月 19 日(土)13：30～16：00
場所：枚方市市民会館 第 5 集会室
参加費：無料
※事前に下記宛てに申し込みください
第 1 部：管理組合と滞納問題への取り組み・法的対応
第 2 部：なんでも相談会（どなたでも参加・相談可）
申込・問合先：枚方マンション管理組合連合会
TEL：080-7969-8972（担当：入口）

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：2 月 27 日(日)19：30～21：00
※オンラインソフト Zoom にて開催
テーマ本：
「お金のむこうに人がいる」(著：田内学)
キーワード：誰が働いて、誰が幸せになるのか？
参加費：無料
申込：snoknpo@gmail.com 宛にメールを送付
問合先：NPO 法人スノック(担当：絹川)
TEL：050-5375-4650 ※詳細は https://snok.org を参照↑

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

【WEB】ひらかた NPO フェスタ
あなたにできる SDGs
～ヒントは NPO フェスタにある～
緊急事態宣言の発令により対面式での開催は中止となり
ましたが、当日参加予定だった団体をひらかた市民活動支
援センターのホームページで紹介しております。
https://hirakatanpo-c.net/npofest または下記 QR コー
ドからご覧ください。
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
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助成金情報
NPO やボランティア、市民活動等を支援する助成金情報がまとまっているサイトのご紹介です。
①CANPAN FIELDS（日本財団）
詳細：https://fields.canpan.info/
詳しくは、上記 URL または右記 QR コードからご確認ください。
②市民活動情報共有ポータルサイト（京都市市民活動総合センター）
詳細：https://shimisen-kyoto.org/subsidies
詳しくは、上記 URL または右記 QR コードからご確認ください。
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※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。

まちづくり井戸端会議※オンライン開催に変更となるかもしれません
日時：2 月 15 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
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。
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