
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

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６６号（２０１９年 6月発行） 

日時：６月５日(水)・8 日(土)13：30～ 

〔毎月第 1(水)・第 2(土)開催中〕 

会場：枚方市老人福祉センター楽寿荘 

(北中振 2-3-44・京阪光善寺駅から徒歩 7 分) 

参加費：500/回 

内容：毎月２回の歴史講演会と多数の趣味の会あり 

申込・問合先：歴史と趣味の会 (代表：大谷) 

       TEL：090-3272-7324 

       FAX：072-844-4041 

 

歴史と趣味の会 参加者募集 

 

サプリ村野学校 
初めての中国語会話 

簡単なあいさつ、自己紹介、発音を学びます。 

日時：6 月 10 日・17 日、各(月)13：30～14：30 

場所：サプリ村野 会議室 101 

参加費：800 円/回、持ち物：筆記用具 

定員：先着 10 人 ※6/1(土)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 

 

太極拳の基本の足の運び方、手の動かし方などを体験！ 

日時：6 月 13 日・20 日、各(木)13：30～14：30 

場所：サプリ村野 会議室 201 

参加費：800 円/1 回、持ち物：運動靴、動きやすい服装 

定員：先着 10 人 ※6/1(土)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 
初めての太極拳 

 

枚方市初の「プレーパーク」で一緒に活動しませんか？

子どもたちが元気に遊べる森となるために、ご協力を！ 

日時：6 月 15 日・22 日、各(土)9：30～12：00 

場所：桑が谷の緑地（南部生涯学習市民センター近く） 

活動内容：草刈りなどのフィールド整備、プレーパーク 

の準備など 

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 

プレーパーク こうりがおか 
      ボランティア募集 

 

 

 

 

6/16 
（日） 

日時：6 月 16 日(日)14：00～16：30 

場所：メセナひらかた会館 ５階第３会議室 

参加費：500 円/１組（教材費込） 

定員：先着 10 組(１組につき 3 人まで可) ※6/7(金)締切。 

申込・問合先：マジシャンクラブ M（担当：林） 

〔枚方市ボランティアセンター登録団体〕 

      TEL：080-1422-8782 

      FAX：072-858-3650 

      Email：rikutsugumi@hi3.enjoy.ne.jp 

親子マジック教室 

 乳幼児サークルごまめちゃん 6/11(火) 
6/28(金) 
大切な幼児期に、畑のお野菜の収穫や外遊びを基本に、 

自然の中で、いろんな体験をします。 

日・内容：6月11日(火)「傘にお絵描き＆畑の野菜でピザ作り」 

6月28日(金)「さつまいも苗植え＆畑の野菜でピザ作り」 

時間・場所：各10：30～・氷室の畑〔毎月第2(火)・第4(金)〕 

参加費：材料代、定員：10 家庭（1 週間前に締切） 

申込・問合先：枚方中部おやこ劇場 

       TEL/FAX：072-807-6022 

       Email：hcoyako@gmail.com 

6/16 
（日） 

 
被災地のママの経験と知恵をわかりやすい聞く講座です。 

日時：6 月 16 日(日)13：00～15：00 

場所：枚方市市民会館 本館１階 

対象・定員：就学前の子どもと保護者、50 家族（先着順） 

参加費：1 家族につき 700 円（冊子＋防災食代） 

申込・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 

 

防災ママカフェⓇ 
          参加者募集! 

 

 

  

6/13(木) 
6/20(木) 

6/5(水) 
6/8(土) 

6/10(月) 
6/17(月) 

 6/15(土) 
6/22(土) 

6/16 
（日） 

 
日時：6 月 16 日(日)10：45～13：00 

場所：枚方市市民会館 小ホール 

対象・定員：小学生以上・50 人(先着順)、参加費：無料 

内容：防災クイズ、防災グッズづくり、防災すごろく 

非常持出袋シミュレーションなど ※参加賞あり 

申込・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 

 

キッズ防災ひろば 
          参加者募集! 
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ひらせんナビ 6月号（2019.6） 

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 
URL：http://hirakatanpo-c.net/ 

 

快い音でゆったりとした楽しい時間を仲間と一緒に思いっ

きり声を出して心身共にリフレッシュしませんか？ 

日時：６月 16 日(日)12：30～14：00 

場所：南部生涯学習市民センター 2 階音楽室 

日時：６月 24 日(月)14：00～15：30 

場所：サンプラザ生涯学習市民センター ５階視聴覚室 

参加費：500 円（初回無料） 

申込・問合先：音楽でリフレッシュ！ (担当：中嶋) 

       TEL：072-840-5493 

 

募集  

 
WENT(ウェント)は一般の吹奏楽団です♪現在、団員を

募集中です！詳しくは、WEB ページをご覧ください。 

練習日時:毎週（土）17:30～21:00 

練習場所：楠葉生涯学習市民センター 

または御殿山生涯学習美術センター 

活動費：1500 円/月 

問合先：WENT (担当：速水) 

    Email：went1003@yahoo.co.jp 

URL：https://went1003.web.fc2.com/ 

 

 

ＷＥＮＴ 団員募集 

６/29 
（土） 

ショーを楽しんだ後、簡単で面白いマジックを体験！ 

日時：6 月 29 日(土)10：00～11：30 

場所：サプリ村野 会議室 202 

対象：小学生以上（低学年は保護者同伴） 

参加費：700 円、定員：先着15 人※6/1(土)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   
超かんたん面白マジック 

 

 音楽でリフレッシュ！ 

 

6/16(日) 
6/24(月) 

 

 

   

 

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：3000 円／年（夫婦の入会でも 3000 円） 

問合先：NPO 法人 NALC「天の川クラブ」 

TEL 072-846-3975 

URL：http://hk-nalc.jp 

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 

 

6/20 
（木） 

カウンセラー入門講座 
        体験＆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：6 月 20 日(木)10：00～11：30 

場所：ラポールひらかた 

日時：6 月 20 日(木)10：00～11：30 

場所：交野市立青年の家 

参加費：無料 

申込・問合先：NPO 法人京阪総合カウンセリング 

TEL：072-814-7140 

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。 

サプリ村野学校  
初めてのフラダンス 

 「世界に一つだけの花」で楽しくフラを踊りましょう。 

日時：6 月 27 日(木)12：30～14：00 

場所：サプリ村野 会議室 202 

参加費：100 円、持ち物：T シャツ・運動シューズ 

定員：先着 20 人 ※6/1(土)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 

 

      

６/27 
（木） 

 

６/29 
（土） 

 
認知症や孤独死を防止するコミュニケーション活動を

学び、サポーターとして活動しませんか？ 

日時：6 月 29 日(土)15：30～17：30 

場所：サプリ村野 会議室 203 

参加費：無料、定員：先着 20 人※6/1(土)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  
認知症・孤独死防止サポーター養成講座 

 


