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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。

〈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 19 日(金)・②22 日(月)いずれも 10：00～12：00
③25 日(木)13：00～15：00
場所：①Zoom 開催(Zoom ID659-854-9871 PW98760)
②[楠葉]結婚相談所 Blessing
③[星田]らもりーる
対象：2021 年に出産をむかえるママ
参加費：①無料 ②・③200 円
問合先：マタニティチャームズ
TEL：080-5336-5693 / Email：maternitycharms@gmail.com

〈交流会〉

枚管連・第 86 回交流会

マンション管理に関する困ったことへの対応や、最新の関
連情報を、交流会を通じて提供します。
日時：2 月 20 日(土)13：30～16：30
第 1 部「高齢者への見守りと民間企業の活用」
第 2 部「個人情報保護法と管理組合」
第 3 部「なんでも相談会」
場所：枚方市市民会館 2 階 第 6 集会室 参加費：無料
申込・問合先：枚方マンション管理組合連合会
TEL：090-1592-2829(担当：入口)

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。詳細は下記 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

百歳市民大学
入学生募集
歴史、文化教養、健康福祉の講座を開催しています。
※新型コロナウイルス感染拡大中のため、しばらく休講
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

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Zoom で開催します。
※事前にテーマ本の一読をお願いします
日時：2 月 20 日(土)10：00～11：30 定員：6 人
テーマ本：
「WORK SHIFT－孤独と貧困から自由になる働き方の
未来図－」(著：リンダ・グラットン)
参加費：無料 ※詳細は https://snok.org (QR コード)を参照↓
※次回は 3 月２1 日(日)10：00～12：00 開催予定
テーマ本：
「FACTFULNESS」（ビジネス書大賞受賞）
問合先：NPO 法人スノック(担当：絹川)
TEL：050-5375-4650 / Email：snoknpo@gmail.com

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

見守りなど

地域密着型ホームレス支援
枚方市内を普段の生活圏域として過ごしているホームレスの
方に、地域密着型の支援を行っています。
「見守り」や「傾
聴」を行い、ご当人が望まれる方向への「生活改善」のアイ
デアを提案したり、いろいろなお手伝いを一緒にしてくださ
る人を募集してます。
活動場所：枚方市内（日時等詳細は直接お伝え）
費用：無償 定員：なし
問合先：NPO エンパワセツルメント
TEL：070-5653-6124 / Email：info@jp-hitori.net

【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～
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。
※ひらかた市民活動支援センターYouTube チャンネルで公開中
（右下 QR コード）

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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サプリ村野 NPO センター・スポーツセンター
利用中止の延長について
大阪府への緊急事態宣言発出を踏まえ、利用中止期間を 2 月 7 日（日）まで延長いたします。
なお、利用中止期間中も窓口や電話対応は行っております。

【利用中止期間】2020 年 12 月 7 日（月）～ 2021 年 2 月 7 日（日）
※状況の推移により期間は延長する可能性があります。

【窓口及び電話対応時間】午前 9 時～午後 8 時
※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対策にご協力ください。
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ひらかた防災学校 7DAYS 学んで守ろう わが身わがまち
2 月 6 日（土）～12 日（金）※Zoom で開催
参加費：無料 プログラムなど、詳しくは右の QR コードから
Zoom での参加希望の方は、info@hirakatanpo-c.net までお申し込みください。
件名：
「ひらかた防災学校 Zoom 希望」本文：名前・連絡先（メールアドレス・電話番号等）
まちづくり井戸端会議（※施設利用が中止となった場合は、オンラインで開催します）
2 月 16 日（火）18：30～20：00 サプリ村野南館 2 階 市民活動研修室
参加費：無料
SDGs de 地方創生カードゲーム体験会
2 月 20 日（土）14：00～16：30 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）※小学 5 年生以上
申込：2 月 1 日（月）9：00～右のフォームより受付
↓
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