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枚方公園青少年センターホームページアドレス 

撮影：平成 29年 5月 9日 事務室の「めだか水槽」 

【開館時間】 午前 9時～午後 9時 
【休 館 日】 第 4月曜日・年末年始 

(第 4月曜日が祝日の場合は開館します) 

〒573-0058 枚方市伊加賀東町 6-8 
TEL：050-7102-3145   FAX：072-843-4699 
E-Mail cenhs@city.hirakata.osaka.jp 

 

mailto:cenhs@city.hirakata.osaka.jp
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毎月第 1 月曜日と第 3 月曜日に若者の 

悩みについて相談できる「青少年相談」 

を実施しています。 

対象は、概ね 26 歳までの若者及び 

その保護者や家族です。相談は無料です。 

一人で悩まないで相談に来てください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度がスタートして 2ヶ月が過ぎました。新しい環境の中、どうも学校や職場に慣れなくて体の調子 

を崩している人や学校や会社に行きたくないなど悩みや不安を抱え込んでいる人いませんか。 

枚方市では、当センターの「青少年相談」をはじめ、悩みや不安を抱えている若者のみなさんやご家族 

に寄り添ってお話をお聞きする相談窓口があります。ひとりで悩まず、一度相談をしてみませんか？ 

《主な相談窓口》 

☆ひきこもり等子ども・若者相談支援センター（子ども総合相談センター内）☆ 

対象者 おおむね 15歳から 39歳までの本人、家族、関係者 

支援内容 ひきこもり、ニート、不登校に関する相談をお受けし、継続して対応方法や支援を 

一緒に考えていきます。必要に応じて、より適した支援機関等におつなぎします。 

次のステップとしての居場所支援や家族の会も行っています。 

相談方法 電話相談・面接相談（要予約・無料） 

月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 9:00 ～ 17:30 

場所 〒573-0032 枚方市岡東町 12-3-410 サンプラザ3号館4階子ども総合相談センター内 

電話 072-843-2255 Fax 072-846-7952 

 

☆北河内地域若者サポートステーション（旧：枚方若者サポートステーション）☆ 

対象者 就労についての悩みを持つ 15歳から 39歳までの若者と、その家族 

支援内容 個別面談：働くことに関する気持ちを整理し、就職に向けた計画をたてます。 

各種プログラム、職場体験：グループワークや職場体験で就職への活動を進めます。 

定着相談：就職後、職場に定着できるように個別相談を受けます。 

相談方法 面接相談（要予約・無料） 

火～土曜日（祝日・年末年始を除く） 9:00 ～ 18:00 

場所 〒573-0032 枚方市岡東町 12-1 サンプラザ 1号館 3階 305号室 

電話・Fax 072-841-7225 E-mail sapo_info@stepf.org 

 

日 程 
第 1 月曜日 第 3 月曜日 

6 月５日（月） 6 月 19 日（月） 

時
間
区
分 

①  午後 5 時～午後 5 時 50 分 午後 3 時～午後 3 時 50 分 

②  午後 6 時～午後 6 時 50 分 午後 4 時～午後 4 時 50 分 

③  午後 7 時～午後 7 時 50 分 午後 5 時～午後 5 時 50 分 

④   午後 6 時～午後 6 時 50 分 

相談員 臨床心理士が担当 児童養護施設指導者が担当 

◇専用メール：sodan7830@city.hirakata.osaka.jp（受付時間：24 時間） 

◇専用電話：072-844-7830（予約時間：午前 9 時～午後 5 時。第 4 月曜日と年末年始を除く） 

※メール、電話での相談はできませんのでご了承ください。 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

mailto:sodan7830@city.hirakata.osaka.jp
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枚方市立図書館  枚方公園分室ニュース 2017 年 6 月 

開室日    水・木・金・土・日 （月・火・祝日は休室） 

開室時間   １０：３０～１７：００ 

枚方市伊加賀東町６－８（枚方公園青少年センター２階） Tel&Fax０７２－８４４－７７７３ 

       

雨の日にお気に入りの傘をさして、図書館までの散歩はいかがですか？ 

 

成人読書会 6月 16日（金） 午前 10:30～           

  「ランチのアッコちゃん」  柚木 麻子／著  〈双葉社〉     

    １冊の本を課題にして、さまざまな話題の花が咲く時間です。 

課題の本は分室で用意しています。カウンターでお尋ねください。                                       

                                                 

えほんの会  6月 8日（木） 午前 10:30～ 

    就園前の子ども達とお父さんお母さんのためのおはなし会です。 

  

『おはなしふうせん』のおはなし会 6月 10日（土）11：00～（毎月第２土曜日） 

    ボランティアグループ『おはなしふうせん』さんによるおはなし会です。 

    

おはなし会  毎週水曜日 午後 3:30～ 

    だれでもさんかできます。 おともだちときてね！ 

 

新しく入った本 

F ｼﾝ 血 新堂 冬樹／著   中央公論社 中央公論新社 小説     ままならないから私とあなた 朝井 リョウ/著 文藝春秋 

293.4 地球の歩き方 アルプス・ハイキング           ダイヤモンド・ビッグ社 ダイヤモンド・ビッグ社         １１２日間のママ 清水 健/著 小学館 

589.2 大人になったら、着たい服           主婦と生活社 主婦と生活社 その他    わたしの和だし 平野 レミ/著 ナツメ社 

594.3 裂き編みでつくる毎日のバッグ 河村 美琴／著   成美堂出版 成美堂        無私の日本人 磯田 道史/著 文藝春秋 

596.4 おべんと探訪記 伊藤 まさこ／著  マガジンハウス マガジンハウス         超一流の雑談力 安田 正/著 文響社 

新しく入ったこどもの本           

ｴﾎﾝ-ｻｻ  へろへろおじさん 佐々木 マキ/さく     福音館書店 

ｴﾎﾝ-ﾑﾗ  よるのこどものあかるいゆめ 谷川 俊太郎/ぶん 

むらい さち/しゃしん 

マイクロマガジン社 

F-ﾖｼ   はっけよい！雷電 吉橋 通夫/著 講談社 

   

             

  お知らせとお願い   図書館の本への落書き・切抜き等はおやめください！  

みんなの本です、大切にしましょう！ 
 

 

http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_8741.html
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日時：平成２９年６月２４日（土） 午後２時～４時 

場所；枚方公園青少年センター   ２階 第１集会室 

対象：日常的に子どもたちと接している方・テーマに関心をお持ちの方 

    （保護者・学校教職員・福祉関係施設職員など） 

定員：20名（参加費は無料） 

 講 師： 宮原輝彦 さん（青少年カウンセラー）、福田やとみ さん（臨床心理士） 

       お二人とも現在、本市の青少年相談員です 

 申込み： 6月 1日（木）午前 10時から、枚方公園青少年センターで受付開始 

       事務室窓口、電話、ファックスでお申込みください 
 

 

 

 

枚方公園青少年センターには、第１音楽室・第２音楽室と音楽室が２つあります。 

各部屋には、ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、アップライトピアノが常設され、各部屋 10人 

まで使用可能です。この音楽室を利用するために現在、約 30組ほどの青少年団体が登録されております。 

その団体を少し紹介させていただきます。（団体の方からいただいた内容をそのまま記載しております） 

☆グループ名：ＨＯＣＵＳ ＰＯＣＵＳ☆ 

メンバーは、３人 

メンバー紹介します。 えみ：ギター、りな：ベース、ひなこ：ドラム 

グループ結成は、2016年 2月。結成のきっかけは、「ノリ！！」 

今後の予定は、えみは軽音楽部ですが、２人はハンドボールをしていて全くの初心者ですが、 

ゆっくり、たのしくがんばってまーす。 

夏休みくらいまでには１曲かんせいさせたいな。 

 

☆ＮφＮＡＭＥ 
メンバーは、３人 

グループ結成は、2015年 6月。 

結成のきっかけは、軽音楽同好会に入ったから。 

 

枚方公園青少年センターでは、毎年「青年祭」として 3階のホールを使用して若者が自分達の 

パフォーマンスを発表できる機会を設けております。今年も計画をしておりますので、ぜひ ご参加検討 

ください。 皆さんのこれからのご活躍を期待しています。 

 

枚方公園青少年センター アクアリウム通信 
めだか達が当センターに来てから、もう 1年と半年ほどになります。 

表紙の写真のようにみんな元気で泳ぎ回っています。現在、別の水槽 

 では３世代目の子どもたちがすくすく成長中です。 

 もう少しすると親めだかと同じ水槽に入って泳ぐ姿が見えるようになる 

と思います。 どうぞ、楽しみにお待ちください。 

                        これ赤ちゃんです 


