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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～
【休 館 日】 第 4 月曜日

(第 4 月曜日

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

 

                      

☆ 1 ☆ 

撮影：平成 26年 7月 12日（土）枚方よみかたりキャラバン

センターホームページアドレス 

～午後 9 時 
月曜日・年末年始 
月曜日が祝日の場合は開館します) 

枚方市伊加賀東町 6-8 
3145   FAX：072-843-4699 

cenhs@city.hirakata.osaka.jp 

                      ２０１４年８月１日 

よみかたりキャラバン隊「養成講座」 
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下記の日程で、消防避難訓練

行います。当日に施設を利用
 

        日時：  月  

        場所：枚方公園青少年

 

 

 

 

    

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。。。。
 

 

 

 

 

 
 

青少年センター

青少年センターのホールは、定員

演劇やライブなどのイベントや、

 音響・照明装置の操作には、少

習得し、イベント等の開催に役立

おります。また、青少年団体のバンドやダンスなどのパフォーマンスを

の開催も予定しています。各イベントの

センターホームページ等でお知らせをしますので

 

登録団体がホールでのイベント

の間に、青少年センター窓口で

が優先になりますが、その他の

 

 

 

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのおおおお申込申込申込申込みみみみ、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
7 月に参加者募集をしました、

をしていただきました。全ての

今回、残念ながら参加できなかった

思います。お申込みいただいた

 

◇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≫ 
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消防避難訓練を実施します。実際に警報を鳴らし、訓練通報

利用される皆様のご協力をお願いいたします

  日（   ）午後   時～（３０分程度

枚方公園青少年センター、図書館枚方公園分室

若者若者若者若者のののの    

」」」」    

びびびび    

ですですですです。。。。    

。。。。    

センター３階 「ホール」の設備をご案内します

定員が 150 名で、音響・照明装置や電動客席などを

、社交ダンスなどの活動にご利用いただいております

少し専門的な知識が必要です。青少年センターでは

役立てていただくことを目的として「音響・照明講習会

のバンドやダンスなどのパフォーマンスを披露する

イベントの開催日等の詳細が決まりましたら、広報

らせをしますので奮ってご参加下さい。 

ホールでのイベント利用を希望される場合は、利用希望月の 3ヵ

で受付をします。利用日が青少年団体と重複した

の重複の場合は、第 3 日曜日に抽選となります。

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

、青少年センター主催の「夏休み教室」は、た

の講座が定員数を超える人気で、厳正に抽選をおこな

できなかった方も、また別の機会に青少年センターをご

いただいた皆さん、ありがとうございました。 

日 程 
第 1 月曜日 

８月４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 児童養護施設指導者

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。。。。    

                      ２０１４年８月１日 

訓練通報・避難誘導を 

いいたします。 

分程度） 

分室、サンパーク他 

します 

などを備えており、 

いただいております。 

センターでは、その知識を 

照明講習会」を開催して 

する場として「青年祭」 

広報ひらかたや青少年 

ヵ月前の 1日～10日 

した場合は、青少年団体 

。 

たくさんの方にお申込み 

おこないました。 

センターをご利用いただければと 

第 3 月曜日 

８月１８日（月） 

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 

児童養護施設指導者が担当 

年末年始を除く） 
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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

枚方市伊加賀東町枚方市伊加賀東町枚方市伊加賀東町枚方市伊加賀東町６６６６－－－－８８８８（（（（

夏本番。夏休

       よろしければ

成人読書会成人読書会成人読書会成人読書会    ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（

             課題課題課題課題    「「「「終終終終わらざるわらざるわらざるわらざる

        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

８８８８月月月月１１１１４４４４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

〔〔〔〔小小小小    説説説説〕〕〕〕    風風風風をををを待待待待つつつつ日日日日――――古物屋古物屋古物屋古物屋

〔〔〔〔そのそのそのその他他他他〕〕〕〕    るるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけ

    認知症認知症認知症認知症とわたしたちとわたしたちとわたしたちとわたしたち

    撥水素材撥水素材撥水素材撥水素材でソーイングーでソーイングーでソーイングーでソーイングー

    藤原藤原藤原藤原さんちのさんちのさんちのさんちの大人気大人気大人気大人気

        

新新新新

〔〔〔〔ものがたりものがたりものがたりものがたり〕〕〕〕    アナとアナとアナとアナと雪雪雪雪のののの

〔〔〔〔 え ほ んえ ほ んえ ほ んえ ほ ん 〕〕〕〕    みずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃん

    ダーウィンがダーウィンがダーウィンがダーウィンが
    

        

    

おおおお知知知知らせらせらせらせ            ９９９９／／／／１１１１（（（（
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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&Fax０７２０７２０７２０７２

夏休みも始まりましたね。      

よろしければ図書館にもお立ち寄りください。お待ちしています

 

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

わらざるわらざるわらざるわらざる夏夏夏夏    上上上上・・・・下下下下」」」」    浅田浅田浅田浅田    次郎次郎次郎次郎    著著著著／／／／集英社集英社集英社集英社

、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        

３０３０３０３０～～～～                                毎週毎週毎週毎週    水曜日水曜日水曜日水曜日    １５１５１５１５

              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    

古物屋古物屋古物屋古物屋おおおお嬢嬢嬢嬢とととと知恵伊豆様知恵伊豆様知恵伊豆様知恵伊豆様のののの落書落書落書落書    村木村木村木村木    

るるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけるるぶこどもとおでかけ関西関西関西関西‘‘‘‘１４１４１４１４～～～～‘‘‘‘１５１５１５１５    JTBJTBJTBJTB パブリッシングパブリッシングパブリッシングパブリッシング

とわたしたちとわたしたちとわたしたちとわたしたち    朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班

でソーイングーでソーイングーでソーイングーでソーイングー水水水水をはじくナイロン・ビニール・をはじくナイロン・ビニール・をはじくナイロン・ビニール・をはじくナイロン・ビニール・

ラミネートラミネートラミネートラミネート    

水野 

大人気大人気大人気大人気ごはんごはんごはんごはん    みきママみきママみきママみきママ

    

新新新新しくしくしくしく入入入入ったったったった子子子子どものどものどものどもの本本本本    

のののの女王女王女王女王    サラ・ネイサンサラ・ネイサンサラ・ネイサンサラ・ネイサン

みずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃん    新井新井新井新井    

ダーウィンがダーウィンがダーウィンがダーウィンが見見見見たものたものたものたもの    ミック・ミック・ミック・ミック・

    

（（（（月月月月）～）～）～）～９９９９／／／／６６６６（（（（土土土土））））はははは、、、、図書整理図書整理図書整理図書整理のためのためのためのため

枚方公園分室枚方公園分室枚方公園分室枚方公園分室はおはおはおはお休休休休みしますみしますみしますみします。。。。    

                      ２０１４年８月１日 

        
                    

０７２０７２０７２０７２－－－－８４４８４４８４４８４４－－－－７７７３７７７３７７７３７７７３    

  

ちしています。 

集英社集英社集英社集英社    

 

１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～    

参加できます。 

 

    嵐嵐嵐嵐／／／／著著著著    中央公論新社中央公論新社中央公論新社中央公論新社    

パブリッシングパブリッシングパブリッシングパブリッシング    

朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班／／／／著著著著    朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版    

 佳子/著  

日本ヴォーグ社    

みきママみきママみきママみきママ／／／／著著著著    主婦主婦主婦主婦とととと生活社生活社生活社生活社    

サラ・ネイサンサラ・ネイサンサラ・ネイサンサラ・ネイサン    他他他他／／／／作作作作    偕成社偕成社偕成社偕成社    

    洋行洋行洋行洋行／／／／作作作作        講談社講談社講談社講談社    

ミック・ミック・ミック・ミック・マニングマニングマニングマニング他他他他／／／／作作作作    福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店    

のためのためのためのため    
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枚方枚方枚方枚方よみかたりキャラバンよみかたりキャラバンよみかたりキャラバンよみかたりキャラバン

市内在住・在学の中学生を対象

実施しました。5 名の参加者は、

キャラバン隊の先輩と一緒に楽しく

約 100 冊の絵本を前に、ボランティア

感じていただきました。講習後に

 

 

 

 

 

 

枚方枚方枚方枚方よみかたりよみかたりよみかたりよみかたりキャラバンキャラバンキャラバンキャラバン隊隊隊隊のののの

  毎年、市内小学校の留守家庭児童会

今年度は、田口山小学校、田口山幼稚園

また、8月 10日には青少年センター

バン」をおこないます。怖い幽霊や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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にセンターにセンターにセンターに

窓口窓口窓口窓口におにおにおにお越越越越しのしのしのしの折折折折はははは、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽
 

 ７月１日から新しく着任した大西

  が途中門真に住んで居たこともあります

は“げんじ”と呼んでいました）

ホタル狩りをして遊んでいました

 

    

                          

 

☆プログラム☆ 

ストーリーテリング「三

絵本「いるのいないの」「

工作「とべ、バッタ！」
 

夏休みが始まったばかりの元気な

図書館分室職員によるおたのしみ会

絵本『とべ、バッタ』などの読み聞

勢いよく飛び出すバッタの工作に挑戦

 

                      

☆ 4 ☆ 

よみかたりキャラバンよみかたりキャラバンよみかたりキャラバンよみかたりキャラバン隊隊隊隊 養成講座養成講座養成講座養成講座  7777 月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後

対象に「よみかたりボランティア講習会」を 

、絵本の分別や本の綴じ方などを中心に 

しく学んでいました。 

ボランティア活動として、地域や人々に貢献することの

に 2 名の新しいキャラバン隊員が誕生しました。 

のののの活動活動活動活動    

留守家庭児童会や幼稚園によみかたりに行っています。 

田口山幼稚園、樟葉南小学校、桜丘北小学校へ訪問予定

センターの第一集会室を会場としたイベント「絵

や愉快なお化けが登場する絵本のお話し会と展示

センターにセンターにセンターにセンターに 7777 月月月月からからからから新新新新しいしいしいしい職員職員職員職員がががが赴任赴任赴任赴任しましたしましたしましたしました。。。。 

気軽気軽気軽気軽にににに声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて下下下下さいさいさいさい。。。。    

大西 茂です。皆様どうかよろしくお願いします

もあります。４０年前の枚方では夏になると、くわがた

）や、かぶと虫を捕ったり、ホタルの時期には 

んでいました。よろしくお願いします。 

                          7月 24日（木）午後 2

三びきのやぎのがらがらどん」「世界でいちばんきれいな

」「とべ、バッタ」 

！」 

な子どもたちと保護者の皆さん 56名の熱気に包

会が開催されました。ろうそくの光の中でのお話

聞かせでおはなしの世界を満喫してもらいました

挑戦。みんなでバッタ飛ばしをして楽しい時間を

                      ２０１４年８月１日 

午後午後午後午後 2222 時時時時よりよりよりより実施実施実施実施 

することの大切さを 

 

 

予定です。 

絵ホーンテッドキャラ 

展示です。 

いします。生まれは枚方です 

くわがた（このあたりで

 

2時から実施 

でいちばんきれいな声」 

包まれる中、今年も 

話し語りや、大きな 

してもらいました。葉っぱの中から 

を過ごしました。 


