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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 

 

平成 29年 1月 21日（土曜日）「舞台照明実技講習会」 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎枚方公園青少年センターのホームページ（http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/cenhs/）からも 

 ID申請手続き時に窓口に提出が必要な申請書を取り出せます。（事務室でも配布します） 

当施設を利用される方は、この申請書をダウンロードして印刷後、必要事項を記入の上、窓口に提出して 

ください。（裏面にも記入必要箇所がありますので漏れのないようにお願いします） 

◎2017年 3月 31日で団体登録 IDの有効期限が切れる団体の方は、この申請書に必要事項をご記入の上、 

窓口まで提出してください。 

ID登録の更新ができていない場合には、4月分以降の施設予約ができませんのでご注意ください。 

◎青少年団体は、年齢確認ができるもの（学生証や免許証など）を窓口でご提示ください。 

なお、新規登録や更新手続きで不明なことがあれば、お気軽に事務室へお尋ねください。 
 
 
 

青少年サポート講座 

テーマ：青年期の課題を抱える子どもへのアプローチ 

「なぜトラブルが多いのか？」中２というターニングポイント 

日時：2月 21日(火曜日) 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：18歳以上 （先着 20名） 

（学校や福祉の現場でボランティア活動されている方など） 

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：2月 1日（水）午前 10時～ 枚方公園青少年センターで受付 

参加費：無料       (窓口・電話・ファックス でお申込みください) 
 
 

日 程 
第 1 月曜日 第 3 月曜日 

2 月６日（月） 2 月２０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≫ 

ID新規登録 及び ID更新について 

イベント案内 

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  
開室日    水・木・金・土・日 （月・火・祝日は休室）   

開室時間   10：30 ～ 17：00  

枚方公園青少年センター２階     Tel&Fax 844－7773  2017．2月号 

 

寒さ厳しく春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。 

   当分室ではただいま、本の特集で“コミックエッセイ”を集めてご用意 

しております。お越しの際はぜひお手にとってみてください。 

 

成人読書会 ２月１７日（金） 10：30～ 

    課題本「楽園のカンヴァス」 原田マハ 著／新潮社 

  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  

２月９日（木）10：30～        毎週 水曜日 15：30～ 

就園前の子どもたちと、              誰でも自由に参加できます。  

お父さんお母さんのためのおはなし会です。     テキストは用意しています。  

 

 

新しく入った本 

あたらしくはいったこどものほん 

[えほん] かがみのサーカス わたなべ ちなつ／作 福音館書店 

[よみもの] 暗号クラブ １巻・２巻 ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 うめちゃんとたらこちゃん もとした いづみ／作 講談社 

[ちしき] ちかてつのふしぎ 溝口 イタル／絵 交通新聞社 

 

※２月１１日（土）は祝日のため、当分室と、おはなしボランティアグループ 

『おはなしふうせん』のおはなし会はお休みとなります。 

 

[小説] 闇の平蔵 逢坂 剛／著 文藝春秋 

 我ら荒野の七重奏（セプテット） 加納 朋子／著 集英社 

 手のひらの京 綿矢 りさ／著 新潮社 

[その他] １００歳の精神科医が見つけたこころの匙加減 高橋 幸枝／著 飛鳥新社 

 大人に刺さる園児の名言 東邦出版編集部／編 東邦出版 

 ボンジュール！バッグと小物の素敵なアイデア 遠藤 亜希子／著 主婦と生活社 

 片づく家のアイデア図鑑 田中 ナオミ／著 エクスナレッジ 
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「絵本の世界を楽しむ会」 

本好きの子集まれ。枚方よみかたりキャラバン隊と一緒に絵本の世界を 

楽しみましょう。 

・日時：3月 5日（日曜日）午前 10時～ 

・場所：枚方公園青少年センター 2階「料理実習室」 

・対象：中学生 （当日、直接会場にお越しください） 

・参加費：無料 
 

「正社員で就職したのに、なぜ若者は会社を辞めるのか 

―若者と会社の思いのすれ違いを考える」 
・日時：3月 5日（日曜日）午後 1時 30分～3時 

・場所：枚方公園青少年センター  2階「第 1集会室」 

・応募人数：先着 30名  ・参加費：無料 

・講師：笹尾 達朗さん（NPO法人あったかサポート、常務理事） 

・申込み：2月 1日午前 10時から枚方公園青少年センター窓口または電話受付 
 

 

                 

「「舞舞台台照照明明実実技技講講習習会会」」  1月 21日・22日開催されました。  
演劇や舞台演出に興味を持った若者が集まり、プロの照明技師から専門的な  

             講習を受けました。 

             普段は、テレビやコンサートなどで何気なくみている照明ですが、実際に自分 

            自身で操作をして光を出してみると、舞台裏で行なわれている照明の演出の大変 

            さを感じることができたのではないでしょうか。 

             この経験を自分たちで創る演劇やステージに活用されることを期待しています。 

「「音音響響講講習習会会」」  1月 28日・29日に開催されました。 

              応募者多数となり募集を途中で中止するほどの人気の講習会です。 

             音響理論からマルチ・ミキサーを操作しての音場再生技術を学びました。 

             最終日には実際に生演奏のグループの音をマイクで拾い、音をホール全体に流 

す実習も行いました。皆さんＰＡエンジニアになりきって貴重な体験学習がで 

きたのではないでしょうか。学んだ技術を是非イベントなどで活用お願いします。 

           「「ススママホホややケケーータタイイをを安安心心、、安安全全にに使使ううここととをを学学ぶぶ講講座座」」 
1月 29日に 開催されました。e-ネットキャラバン講師のNTT西日本の厚坂 

氏から日ごろはなかなか聴くことができない、インターネットの裏側に潜む危険                    

性などについて実例を交えて詳しく説明がありました。ご家族で参加された方 

からは、今回の講座で教えてもらったように家族内で使用ルールを決めて自分の 

子どもが、このような危険な目に合わないようにしたいと大変参考になったと好 

評をいただきました。 
 

      【消防避難訓練実施について】 

2月 10 日（金）午後 2時 から 消防避難訓練 を 実施します。 

ご来館中の方は、なるべくご参加ください。 

各部屋を利用される皆様へ 当日は、消防設備点検により、警報と点検音楽が流れます。 

また、点検のために作業員が入室する場合がありますので、ご了承ください。 

イベント案内 

お知らせ 


