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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：6月 14日（土）枚方市少年少女合唱団「定期発表会の練習」 
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毎月第毎月第毎月第毎月第 1111 月曜日月曜日月曜日月曜日とととと第第第第 3333 月曜日月曜日月曜日月曜日にににに若者若者若者若者

悩悩悩悩みについてみについてみについてみについて相談相談相談相談できるできるできるできる「「「「青少年相談青少年相談青少年相談青少年相談」」」」

をををを実施実施実施実施してしてしてしていますいますいますいます。。。。    

対象対象対象対象はははは、、、、概概概概ねねねね 26262626 歳歳歳歳までのまでのまでのまでの若者及若者及若者及若者及びびびび

そのそのそのその保護者保護者保護者保護者やややや家族家族家族家族ですですですです。。。。相談相談相談相談はははは無料無料無料無料ですですですです

一人一人一人一人でででで悩悩悩悩まないでまないでまないでまないで相談相談相談相談にににに来来来来ててててくださいくださいくださいください。。。。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の１０月２６日（日）に開催

参加申込みの受付を開始します。

いる団体の発表会や展示会などの

今回、ネーミングが新しくなり

いただけるイベントにしたいと考

しています。受付期間受付期間受付期間受付期間はははは、、、、７７７７月月月月１１１１
 

【【【【募集内容募集内容募集内容募集内容】】】】    

ホール発表（合奏・コーラス・ダンス・

パフォーマンスコーナー

展示会（書道・生花・絵画
 

【【【【対象対象対象対象】】】】    

当センターで活動をしている
 

【【【【受付受付受付受付】】】】    

センター事務所に申込書
 

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

枚方公園青少年センター

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇専用メール：sodan7830@city.hirakata.osaka.jp

◇専用電話：072-844-7830（予約時間

※※※※メールメールメールメール、、、、電話電話電話電話でのでのでのでの相談相談相談相談はできませんのでごはできませんのでごはできませんのでごはできませんのでご

    

≪お問い合わせ先≫ 

 夏休み中の駐輪場の整理
    

施設の駐輪場は、枚方公園青少年

利用される方の共有部分です。夏休

します。そのため、駐輪場の整理

駐輪時に係員が指示をさせていただく

みなさんには、大変ご迷惑をおかけしてい
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若者若者若者若者のののの    

」」」」    

びびびび    

ですですですです。。。。    

。。。。    

開催します「プレミアム １Ｄａｙフェスティバル

。以前、開催していました「交流発表会」、当センターで

などの催しです。 

しくなり、よりバージョンアップを目指し、たくさんの

考えています。ぜひ、ご参加ください。より多くの

１１１１日日日日（（（（火火火火））））からからからから３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまで。。。。 

・コーラス・ダンス・健康体操など）、 

パフォーマンスコーナー（演奏・歌・踊り・大道芸・カラオケなど） 

絵画・彫刻・手作り品など）、模擬店 

をしている登録団体、もしくは一緒に盛り上げてくれる

申込書があります。（要記入） 

センター ＴＥＬ：050-7102-3145  ＦＡＸ：072

日 程 
第 1 月曜日 

７月７日（月） 

時
間
区
分 

① 午後 5 時～午後 5 時 50 分 午後

② 午後 6 時～午後 6 時 50 分 午後

③ 午後 7 時～午後 7 時 50 分 午後

④  午後

相談員 臨床心理士が担当 

sodan7830@city.hirakata.osaka.jp（受付時間：24 時間） 

予約時間：午前 9 時～午後 5 時。第 4 月曜日と年末年始

はできませんのでごはできませんのでごはできませんのでごはできませんのでご了承了承了承了承くだくだくだくださいさいさいさい。。。。    

整理について 

枚方公園青少年センター、枚方公園図書館分室、公設市場サンパーク

夏休み期間中は、普段よりも利用が多くなるため

をシルバー人材センターの方にお願いしています

をさせていただく場合があります。指示に従って、駐輪をお

をおかけしていますが、ご協力をよろしくお願いいたします

                      2014年 7月 1日 

フェスティバル」の 

センターで活動されて 

たくさんの人にご参加して 

くの申込みをお待ち 

 

げてくれる団体または個人。 

072-843-4699 

第 3 月曜日 

７月２１日（月・祝） 

午後 3 時～午後 3 時 50 分 

午後 4 時～午後 4 時 50 分 

午後 5 時～午後 5 時 50 分 

午後 6 時～午後 6 時 50 分 

ひきこもり相談員が担当 

年末年始を除く） 

サンパーク、美容室を

くなるため、駐輪場が大変混雑 

いしています。 

をお願いします。 

いいたします。 
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枚方市立図書館枚方市立図書館枚方市立図書館枚方市立図書館  

開室日開室日開室日開室日    水水水水

開開開開室室室室時間時間時間時間   10101010

枚方公園青少年枚方公園青少年枚方公園青少年枚方公園青少年

枚方公園分室

記念行事の人形劇

成人読書会成人読書会成人読書会成人読書会    ７７７７月月月月 25252525 日日日日（（（（

             課題本「「「「四十九日四十九日四十九日四十九日

        １冊の本を題材にして、

本は分室で用意しています

えほんのえほんのえほんのえほんの会会会会    毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２木曜木曜木曜木曜

７７７７月月月月 10101010 日日日日（（（（木木木木））））10101010：：：：30303030～～～～    

就園前の子どもたちと、              

お父さんお母さんのためのおはなし

    

    

あたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほん

[ものがたり] ガフールの勇者たち

[えほん] ミスターワッフル！

 ナナカラやまものがたり

 

 

 

[小説] 風 

 長女たち 

 下戸は勘定に入れません

 女のいない男たち 

 刑事の約束 

 村上海賊の娘 上･下巻

[その他] おとなの教養－私たちはどこから

 嫌われる勇気－自己啓発

 東京衛生病院の減量講座

 あなたは半年前に食べたものでできている

 手作りの毎日バッグ 

 野菜＋肉・魚材料２品
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  枚方公園分室枚方公園分室枚方公園分室枚方公園分室ニュースニュースニュースニュース    
水水水水・・・・木木木木・・・・金金金金・・・・土土土土・・・・日日日日 （（（（月月月月・・・・火火火火・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休室休室休室休室））））    

10101010：：：：30303030    ～～～～    17171717：：：：00000000 

枚方公園青少年枚方公園青少年枚方公園青少年枚方公園青少年センターセンターセンターセンター２２２２階階階階                    Tel&FaxTel&FaxTel&FaxTel&Fax    844844844844－－－－7773777377737773    

 

枚方公園分室は、今年４月で４０周年をむかえました

人形劇を８月３日に行います。ぜひおこしください

(詳細は分室にてご案内しています。) 

（（（（金金金金））））    10101010：：：：30303030～～～～    

四十九日四十九日四十九日四十九日のレシピのレシピのレシピのレシピ」」」」    伊吹伊吹伊吹伊吹    有喜有喜有喜有喜    著／ポプラポプラポプラポプラ

、さまざまな話題の花が咲く時間です。 

しています。カウンターでお尋ねください。    

                

木曜木曜木曜木曜日日日日                    おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会        

                                毎週毎週毎週毎週    水曜日水曜日水曜日水曜日    15151515：：：：30303030

              誰でも自由に参加

めのおはなし会です。       

新新新新しくしくしくしく入入入入ったったったった本本本本    

あたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほんあたらしくはいったこどものほん    

たち エピソード０；はじまりの物語 C・ラスキー

！ D・ウィーズナー

ナナカラやまものがたり どいかや

青山 

篠田 

れません 西澤 

村上 

薬丸 

下巻 和田 

たちはどこから来て、どこへ行くのか？ 池上 

自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見 

減量講座ＲＥＣＩＰＥ ＢＯＯＫ 佐々木

べたものでできている 村山 

  

品でラクうま！作りおきおかず 武蔵 

                      2014年 7月 1日 

        
                    

        

をむかえました。 

ぜひおこしください。 

ポプラポプラポプラポプラ社社社社     

 

30303030～～～～    

参加できます。 

・ラスキー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・ウィーズナー ＢＬ出版 

どいかや 童心社 

 七恵 河出書房新社 

 節子 新潮社 

 保彦 中央公論新社 

 春樹 文藝春秋 

 岳 講談社 

 竜 新潮社 

 彰 ＮＨＫ出版 

 一郎 ダイヤモンド社 

木 温子 マイナビ 

 彩 サンマーク出版 

ブティック社 

 裕子 永岡書店 
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                                夏休

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                    ①①①①
                        往復はがきに教室名

青少年センターに郵送
 

※応募は

※応募多数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】３００円  【【【【定定定定    員員員員

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】クレヨン 

先生の下絵を使ってペン入れ、ベタぬり

作品を完成させます。講師は、枚方市在住
 

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】７００円  【【【【定定定定    員員員員】】】】

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】・シャープペンシル ・消

・筆ペン（中字用） ・

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】５００円  【【【【定定定定    員員員員

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】エプロン、三角巾、布巾

紙芝居を楽しんでから「「「「とべとべとべとべ！！！！バッタバッタバッタバッタ
 

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】無料  ※工作は整理券

【【【【対対対対    象象象象】】】】幼児から小学生 ※保護者

【【【【申込申込申込申込みみみみ】】】】７７７７月１１１１日（火火火火）午前１０

「「「「工作整理券工作整理券工作整理券工作整理券」」」」を配布配布配布配布

ホーンテッド・キャラバン（
こわーいゆうれいこわーいゆうれいこわーいゆうれいこわーいゆうれい、、、、ゆかいなおゆかいなおゆかいなおゆかいなお

暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏、、、、青少年青少年青少年青少年センターへセンターへセンターへセンターへ涼涼涼涼みにみにみにみに

●日時：8 月 10 日（日）午後 2 時

●場所：枚方公園青少年センター

●対象：市内在住・在学の小中学生

●申込み：7 月 1 日(火)～7 月 31

学校名・学年・住所・電話番号

 

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】５００円  【【【【定定定定    員員員員

【【【【対対対対    象象象象】】】】小学４年生から中学３
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夏休み教室 参加者募集 

①①①①～～～～④④④④のののの申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法    
教室名、氏名、学校・学年、住所、電話番号を書いて

郵送または窓口にお持ちください。7777 月月月月 14141414 日日日日（（（（月曜日月曜日月曜日月曜日

は１人１枚。複数講座の申込みも１枚に記入してください

多数の場合は抽選になります。 

員員員員】】】】２６名  【【【【対対対対    象象象象】】】】小学生 

ベタぬり、スクリーントーン貼りを体験しながら、

枚方市在住で漫画家の楠田まさひろさんです。 

】】】】２８名  【【【【対対対対    象象象象】】】】小学４年生～中学３年生 

消しゴム ・定規（15cm くらい）  

・修正ペン（細書き） ・カッターナイフ 

員員員員】】】】１６名  【【【【対対対対    象象象象】】】】小学生 

布巾  

バッタバッタバッタバッタ」」」」を作ります。 

整理券が必要  【【【【定定定定    員員員員】】】】５０名 

保護者が一緒に参加して下さい 

１０時から枚方公園青少年センター窓口で 

配布配布配布配布します。 整理券がなくなり次第受付を終了します

（お化けはじめました。） 
ゆかいなおゆかいなおゆかいなおゆかいなお化化化化けけけけ、、、、今年今年今年今年のキャラバンのキャラバンのキャラバンのキャラバン隊隊隊隊はおはおはおはお化化化化けけけけ絵本絵本絵本絵本がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい

みにみにみにみに来来来来ませんかませんかませんかませんか。。。。参加参加参加参加、、、、おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。        

時～午後 4 時 

センター 第 1 集会室 

小中学生          ●参加費：無料無料無料無料    

31 日（木）で枚方公園青少年センターへ電話、もしくは

電話番号を記入の上、ＦＡＸまたはＥメールで申込

員員員員】】】】１６名   

３年生 ※保護者も一緒に参加できます。  

                      2014年 7月 1日 

いて、 

月曜日月曜日月曜日月曜日））））必着必着必着必着。。。。 

してください。  

、 

 

します。 

がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい。。。。    

もしくは氏名・ 

申込む。 


