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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 25年 3月 17日（日）3階ホール「枚方市少年少女合唱団 ファミリーコンサート」 
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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。。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

当センター２階ロビーの座席レイアウトを

席で約１２０席を配置しました。読書

人やグループで利用できるフリースペースです

飲食も自由にできます。事務所カウンター

トでお湯を用意しています。ご使用

をかけてください。 

なお、サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動や他人他人他人他人のののの迷惑迷惑迷惑迷惑

のののの使用使用使用使用は禁止禁止禁止禁止です。マナーを守って

よく利用できるようにご協力をお願

    

    

    

    

    

青少年サポート講座        

    子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの『『『『

3 回連続講座で 2 月 23 日、3 月 2

子どもたちが育つ過程で生じる様々な

ありました。第 1 回目のテーマは、ひきこもりの

重たいテーマながら、講師の軽快な口調

ションについて。実践を交えた講義に

として社会参加へ向けて、支援の仕方

 青少年問題は、大きな社会問題

解決に取り組んでいます。一人

最後になりましたが、3 名

    

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

◇専用電話：072-844-

※※※※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

    

≪お問い合わせ先≫ 
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時
間
区
分 

若者若者若者若者のののの    

」」」」    

びびびび    

ですですですです。。。。    

。。。。    

レイアウトを変更しました。自習や打ち合わせなどに

読書や勉強など、個

できるフリースペースです。 

カウンターに電気ポッ

使用の際は、気軽に声

迷惑迷惑迷惑迷惑になるになるになるになる行為行為行為行為、電源電源電源電源

ってみなさんが気持ち

願いします。 

『『『『過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来』』』』        

2 日、3 月 9 日の土曜日に青少年サポート講座を実施

な課題とこれからのことを一緒に考えるという内容

ひきこもりの相談事例を通じて、どのように理解し支援

口調に笑いも起こり、和やかなものとなりました。2

に、皆さん熱心に取り組まれていました。最終回は、

仕方、どのような道があるのかについてお話していただきました

社会問題となっています。当センターでは、「青少年相談

一人で悩まず、ご連絡ください。 

名の講師の先生方にお礼を申し上げます。ありがとうございました

日 程 
第 1 月曜日 

４月１日（月） 

 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

-7830（予約時間：午前 9 時～午後 5 時。第 4

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了承了承了承了承くだくだくだくださいさいさいさい。。。。    

                      平成 25年 4月 1日 

    

わせなどに適したテーブル

実施しました。    
内容で、延 30 名の参加が 

支援していくか。 

2 回目は、コミュニケー 

、これまでのまとめ 

ていただきました。 

青少年相談」において早期 

ありがとうございました。 

第 3 月曜日 

４月 1５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 

時間） 

4 月曜日と年末年始を除く） 
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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

       

さわやかな

        気持ちのいい

        図書館にぜひお

成人読書会成人読書会成人読書会成人読書会    ４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（

                         課題「「「「犬犬犬犬もももも

                １冊の本を課題にして

課題の本は分室で用意

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

４４４４月月月月 11111111 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    化合化合化合化合    

    歓喜歓喜歓喜歓喜のののの仔仔仔仔    

    残残残残りりりり全部全部全部全部バケーションバケーションバケーションバケーション

    夢夢夢夢をかなえるをかなえるをかなえるをかなえる象象象象

エッセイエッセイエッセイエッセイ    清川妙清川妙清川妙清川妙のひとりのひとりのひとりのひとり

そのそのそのその他他他他    夫夫夫夫はははは犬犬犬犬だとだとだとだと思思思思えばいいえばいいえばいいえばいい

    さらりとさらりとさらりとさらりと涼涼涼涼しいニットのふだんしいニットのふだんしいニットのふだんしいニットのふだん

    ホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたん

督促督促督促督促ＯＬＯＬＯＬＯＬ修行日記修行日記修行日記修行日記

えほんえほんえほんえほん    おひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずし

    すっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーん

そのそのそのその他他他他    自動車大集合自動車大集合自動車大集合自動車大集合
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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 

８８８８（（（（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&Tel&Tel&Tel&FaxFaxFaxFax０７２０７２０７２０７２

さわやかな季節がめぐってきました。 

ちのいい風を受けながら、花の下で読書などはいかがでしょう

にぜひお立ち寄りください。お待ちしています

 

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

もももも食食食食わないわないわないわない」」」」上沼恵美子上沼恵美子上沼恵美子上沼恵美子・・・・上沼真平上沼真平上沼真平上沼真平

にして、さまざまな話題の花が咲く時間です

用意しています。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    

今野今野今野今野    

天童天童天童天童    

バケーションバケーションバケーションバケーション    伊坂伊坂伊坂伊坂    

象象象象    ２２２２    水野水野水野水野    

のひとりのひとりのひとりのひとり暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを輝輝輝輝かすかすかすかす    清川清川清川清川    

えばいいえばいいえばいいえばいい。。。。    高濱高濱高濱高濱    

しいニットのふだんしいニットのふだんしいニットのふだんしいニットのふだん着着着着    ｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏ

ホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたんホットケーキミックスでかんたん!!!!おやつおやつおやつおやつ＆＆＆＆パンパンパンパン    

修行日記修行日記修行日記修行日記    

学研学研学研学研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

榎本榎本榎本榎本    

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    

おひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずしおひなまつりのちらしずし    平野平野平野平野    

すっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーん    わたなべわたなべわたなべわたなべ

自動車大集合自動車大集合自動車大集合自動車大集合    小賀野小賀野小賀野小賀野
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０７２０７２０７２０７２－－－－８４４８４４８４４８４４－－－－７７７３７７７３７７７３７７７３    

などはいかがでしょう?  

ちしています。 

上沼真平上沼真平上沼真平上沼真平    著／学研学研学研学研    刊 

です。 

ねください。    

１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～    

参加できます。 

 

    敏敏敏敏／／／／著著著著    

    荒太荒太荒太荒太／／／／著著著著    

    幸太郎幸太郎幸太郎幸太郎／／／／著著著著    

    敬也敬也敬也敬也／／／／著著著著    

    妙妙妙妙／／／／著著著著    

    正伸正伸正伸正伸／／／／著著著著    

ｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏｍｉｃｈｉｙｏ／／／／著著著著    

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／／／／刊刊刊刊    

    まみまみまみまみ／／／／著著著著    

    恵理子恵理子恵理子恵理子／／／／作作作作    

わたなべわたなべわたなべわたなべ    あやあやあやあや／／／／絵絵絵絵    

小賀野小賀野小賀野小賀野    実実実実／／／／監修監修監修監修････写真写真写真写真    



枚方公園青少年センターだより(154号)                      

 

                        
 

3 月 10 日（日）枚方

よみかたり講習会を行いました。絵本

コマを作ったりと楽しい時間を過ごしました

かかわらず、皆さんとても上手によみかた

てくれました。講師は、キャラバン

面持ちでしたが、次第に和気あいあいとした

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

興味興味興味興味のあるのあるのあるのある

    
 

                                    枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団
            

3333 月月月月

コンサートコンサートコンサートコンサート

団員全員団員全員団員全員団員全員

演奏演奏演奏演奏、、、、

かくれたかくれたかくれたかくれた才能才能才能才能をををを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた

まとめてまとめてまとめてまとめて披露披露披露披露したグループもありましたしたグループもありましたしたグループもありましたしたグループもありました

    今年度今年度今年度今年度のレッスンでのレッスンでのレッスンでのレッスンで得得得得たたたた経験経験経験経験をををを活活活活

素敵素敵素敵素敵なななな歌声歌声歌声歌声をおをおをおをお届届届届けできるようにけできるようにけできるようにけできるように頑張頑張頑張頑張

    

    

    

 

 

 

 

     
 

ようやく春らしい季節となりました

いましたが、今年は寒かったり暖かかったり

大気汚染、爆弾低気圧による猛吹雪

爽やか春のイメージが壊れたような

10 年後か 20 年後に子ども達が成人になるにつれて

と老婆心ながら心配しています。 

私たちが生活していく中で経済が

がすくすくと成長し、大人になって

永い子育て支援がますます重要になってきていると

その一役を青少年センターが果たせるよう

ますので、今年度も宜しくお願いします

          

 

今年度は、中学課程修了生

卒団式をおこないました

            合唱団を通じて培

力になっていることでしょう

また、退団することになったみんなも

卒団してもみんなは仲間です！また

 

                      

☆ 4 ☆ 

枚方よみかたりキャラバン隊による絵本の 

絵本の種類わけゲームやよみかたりの基本講習

ごしました。最後は、絵本のよみかたりに初チャレンジ

によみかたりをしていました。拍手！また『ぐりとぐら

キャラバン隊の卒業生 4 名が務めました。5 名の参加者

あいあいとした雰囲気に！お疲れさまでした。 

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はははは、、、、中学生中学生中学生中学生をををを中心中心中心中心にメンバーをにメンバーをにメンバーをにメンバーを

のあるのあるのあるのある人人人人はははは、、、、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までごセンターまでごセンターまでごセンターまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください

枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団枚方市少年少女合唱団        

月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））3333 階階階階ホールでホールでホールでホールで、、、、団員団員団員団員とととと家族家族家族家族がががが参加参加参加参加

コンサートコンサートコンサートコンサート」」」」をおこないましたをおこないましたをおこないましたをおこないました。。。。    

団員全員団員全員団員全員団員全員でででで合唱合唱合唱合唱をををを披露披露披露披露したしたしたした後後後後はははは、、、、各各各各グループにグループにグループにグループに分分分分かれてかれてかれてかれて

、、、、漫才漫才漫才漫才やハイパーヨーヨーのやハイパーヨーヨーのやハイパーヨーヨーのやハイパーヨーヨーの演技演技演技演技などなどなどなど、、、、    

またまたまたまた、、、、歴代歴代歴代歴代のののの定期発表会定期発表会定期発表会定期発表会のハイライトをのハイライトをのハイライトをのハイライトを    

したグループもありましたしたグループもありましたしたグループもありましたしたグループもありました。。。。    

活活活活かしてかしてかしてかして、、、、新年度新年度新年度新年度もももも観客観客観客観客のみなさんにのみなさんにのみなさんにのみなさんに    

頑張頑張頑張頑張りましょうりましょうりましょうりましょう    

    

    

となりました。子どもの頃は、毎年春の訪れを楽しみにして

かかったり…。花粉や黄砂、中国からのＰМ2.5

猛吹雪や嵐など、異常な天候が続いていて、各地で被害

れたような気がします…。今はその影響がすぐに出ないでしょうが

になるにつれて、体に異常が発症したときに誰

が発展し、暮らしが良くなることは有難いことなのですが

になって子どもを育てる時に「何が必要で大切なのか」

になってきていると思います。 

たせるよう、職員一同が年度の初めにあたり、気分

いします。（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ） 

中学課程修了生の 4 名と高校 3 年生 4 名の 

をおこないました。 

培った、たくさんの大切なことは、みなさんの 

になっていることでしょう。 

することになったみんなも、新しい道に向けて頑張って下さい。 

また顔を見せに来て下さい。 

                      平成 25年 4月 1日 

基本講習のほか、おりがみで 

チャレンジ！初めてにも 

ぐりとぐら』の歌も披露し 

参加者を前に、最初は緊張の 

にメンバーをにメンバーをにメンバーをにメンバーを募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！    

くださいくださいくださいください。。。。    

参加参加参加参加するするするする「「「「ファミリーファミリーファミリーファミリー    

かれてかれてかれてかれて、、、、ダンスやピアノダンスやピアノダンスやピアノダンスやピアノ    

しみにして 

2.5 などの 

被害が発生するなど、 

ないでしょうが、この先 

誰がその責任をとるのか、 

いことなのですが、子どもたち 

」を教えられる、息の 

気分を新たにして頑張り 


