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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 

【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 

 

撮影：平成２８年７月１６日（土曜日）主催事業「ゆかた着付けレッスン」より 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

・第３回「1 Dayフェスティバル」の開催日が決定しました。 

今年は、11月 27日（日曜日）午前 9時 30分～午後 4時に開催します。 

現在、出演・出展・出店を希望される団体を募集中です。詳しくは、折込のお知らせをご覧ください。 

 

 

 

・枚方市少年少女合唱団、東日本震災支援チャリティーコンサートに出演（左下の写真） 

                      7月 10日（日曜日）、市民会館大ホールにて、「東日本震

災支援チャリティーコンサート」が開催されました。当

センターで活動をしている枚方市少年少女合唱団もこの

コンサートに出演しました。2 部構成で、第 1 部では、

講演・舞踊・合唱があり、第 2部の合唱に出演、今回、

初めて、交野市少年少女合唱団の皆さんと一緒に合唱を

することになりました。枚方フィルハーモニー有志の演

奏で、「Stand Alone」と「ふるさと」を舞台で披露しま

した。その後、出演者総勢、約 300人と観客席のみなさ

んと一緒に「花は咲く」を全員合唱し、フィナーレとな

りました。 

皆さんに歌声を届けることが出来ました。ありがとうございました。 

・定期発表会日程が決まりました  

今年は、あの「サウンド・オブ・ミュージック」を公演します。 

現在、皆さんの期待に応えるため、練習に励んでいるところです。 

開催日時：9月 18日（日曜日）午後 2時開演（午後 1時 30分より開場） 

会場：枚方市市民会館 大ホール 

整理券は、8月 1日（月曜日）より、子ども青少年課・市内各生涯学習  （チラシ折込に入れてます） 

市民センター・市民室サービスセンター（京阪枚方市駅東改札口前）・枚方公園青少年センターで配布 

日 程 
第 1 月曜日 第 3 月曜日 

８月１日（月） ８月１５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） 

※相談は、あらかじめ予約が必要となります。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≫ 

 

 

撮影：平成２８年７月１０日（日）枚方市市民会館 大ホール 

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 2016 年 8 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 

 

夏本番になりました。 

涼みながら本を読むのにぜひ図書館をご利用ください。 

 

成人読書会 ８月１９日（金） １０：３０～ 

    課題 「晴れた日は図書館へいこう」 緑川 聖司 著／小峰書店 

       １冊の本を題材にして、さまざまな話題の花が咲く時間です。 

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 毎月第２木曜日         おはなし会 毎週 水曜日１５：３０～ 

       祝日のため、お休みです。           誰でも自由に参加できます。 

       

 

 

 

 

新しく入った本 

小説 スーツアクター探偵の事件簿 大倉 崇裕 河出書房新社 

 万石騒動 鈴木 敏督   新協出版社 

 黒十手捕物帖 闇に咲く淫華 鳴海 丈     廣済堂出版 

 跪き、道の声を聞け ヒキタ クニオ ＰＨＰ研究所 

その他 はじめてのシュークリーム－毎回、上手にふくらむ！ 熊谷 裕子   旭屋出版 

 「夜家事」でかつてないほど朝がラクになる 金子 由紀子 ＰＨＰ研究所 

 Ｅｍｉ’ｓキリハリエ－すてきな「切り絵」＋「貼り絵」の図案集 北村 詠美子  日本文芸社 

 映画なしでは生きられない 真魚 八重子     洋泉社 

 

新しく入ったこどもの本 

 いちにちこんちゅう かわしま ななえ／絵     ＰＨＰ研究所 

 そして－谷川俊太郎自選詩集 谷川 俊太郎／詩 下田 昌克／絵  銀の鈴社 

 ボノボとともに－密林の闇をこえて エリオット・シュレーファー／作   福音館書店 

 

 

８月１１日（木）は祝日のため、枚方公園分室はお休みです。 
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8月予定の以下のイベント申し込み、まだ間に合います。 どうぞ、ご検討ください。 

  ①おやこステージ ②ギターレッスン 
③とびのれ！ 

スペースキャラバン号 

日時 

8月 14日（日） 

1回目 午後 1時～ 

2回目 午後 2時 30分～ 

8月 6日（土）と 8月 20日（土） 

2日間 

午前 10時 30分～正午 

8月 20日（土） 

午後 2時～午後 4時 

参加費 無料 無料 無料 

対象者 幼児と保護者 中学 1年生～概ね 22歳くらい 小学生・中学生 

募集 

人数 
各 60名（整理券配布） 

12名（先着順） 

2日間とも出席できる方 
30名（往復はがき） 

応募 

方法 

8月 1日（月）午前 10時から 

枚方公園青少年センター窓口 

またはお電話にて受付 

8月 1日（月）午前 10時から 

枚方公園青少年センター窓口 

またはお電話にて受付 

往復はがきにて受付 

8月 10日（水）必着 

詳細はチラシご覧ください 

その他  「くらわんこ」も来ます 
フォークギターは各自持込 

筆記用具必要 

  宇宙のおはなしと 

手作りロケット工作 

 

     夏休みの最後の日には、いつも大量のやり残した宿題を前に泣いていました。 

     こんな私が言うのも何ですが、いやこんな私が言うのだからこそ逆に説得力があると思います。 

 

１．夏休みに入ったら、すぐに宿題を済ませる計画を立てましょう。 

すべての宿題は、始業式の１週間前までに終わる計画にします。 

                   また、時間のかかる宿題（図工・自由研究など）については 

具体的なその中身を明らかにして「計画表」に書いておきます。（計画作成時に課題内容を決めます) 

作った「計画表」は、家族みんなに見てもらえる場所（便所・洗面所・玄関など）に貼り出します。 

２．毎日、少しずつ宿題を済ますのがコツです。(まとめて済まそうと思わないこと！！) 

  その為には毎日外に遊びに行く前、必ず 30分でも机の前に座り宿題に向かい合う事が大切です。 

３．毎日の宿題の進み具合を「計画表」に記入して、宿題が片付いてゆくのを楽しみましょう。 

４．１週間ごとに「計画表」と宿題の進み具合を見比べ、大きな違いが出てきていないか確認し、必要であ

れば「計画表」の見直しを行いましょう。 

                 意外に不登校のきっかけとなる夏休み明けの登校日 

夏休みの過ごし方に注意してくださいね。 

① 休みだからと言って、自由気ままに過ごすのはダメ。 

心と体のリズムを大きく狂わせないようにしてください。② 朝は学校に通っている時刻には起きること。 

③毎日、何か家のお手伝いをすること。これで生活のリズムが生まれます。④私のお薦めはＮＨＫ第 1放送 

「夏休み子ども科学電話相談」午前 8時 5分から、8月 1日～5日、23日～26日に聞くことお薦めです。 

どうぞ、私のように夏休みの終わりに泣かないように楽しい夏休みをお過ごしくださいね。 

                                           （K.T.） 

 

 

 


