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【開所時間】 午前 9 時～午後 9 時 
【休 所 日】 第 4 月曜日・年末年始 

(第 4 月曜日が祝日の場合は開所します) 

〒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 

 

枚方公園青少年センターホームページアドレス 

撮影：平成 25年 9月 16日（月・祝）枚方市少年少女合唱団 定期発表会 
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施設を安全・快適に利用いただく

休休休休休休休休休休休休館館館館館館館館館館館館期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間：：：：：：：：：：：：111111111111222222222222
【【【【休館概要休館概要休館概要休館概要】】】】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

枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室
 

枚方公園青少年センター 

工事期間中は休館となり施設の

など）    は行ないます。平成 26 年

及び青少年センター窓口で受け付

また、青少年相談の予約受付及

 

枚方市少年少女合唱団 

蹉跎生涯学習市民センターにて

蹉跎生涯学習市民センターにて実施

後日ご案内します。 

 

図書館 枚方公園分室 

枚方公園分室が閉室のためブックポストへ

 

休館中はご迷惑をおかけします。

 

 

 

 

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。。。。

    

 

 

 

 

 

 

 
 

当地域に暴風警報が発令された

お願いします。警報が解除された

ます。午前 8時の時点で警報が

窓口・インターネット予約ともに

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

◇専用電話：072-844-7830

※※※※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

≪お問い合わせ先≫ 

                      

☆ 2 ☆ 

時
間
区
分 

いただく為、老朽化した空調設備の改修工事を

222222222222 月月月月月月月月月月月月 111111111111 日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日））））））））））））かかかかかかかかかかかからららららららららららら来来来来来来来来来来来来年年年年年年年年年年年年 222222222222 月月月月月月月月月月月月 111111111111
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ロビーセンターロビーセンターロビーセンターロビー及及及及びびびび全貸室全貸室全貸室全貸室、、、、印刷室印刷室印刷室印刷室はははは

枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室枚方市立図書館枚方公園分室はははは閉室閉室閉室閉室しますしますしますします。。。。    

の利用はできませんが、一部窓口業務一部窓口業務一部窓口業務一部窓口業務（ID 登録・

年 2 月 16 日以降の施設予約については、従来通

付けます。窓口は午前９時から午後５時３０分まで

予約受付及び相談業務は従来通り実施します。 

センターにて活動します。12月のクリスマスコンサートも 

実施します。コンサートの詳細については、 

のためブックポストへ本の返却はできませんのでご注意ください

。ご理解の程、宜しくお願い致します。 

若者若者若者若者のののの    

」」」」    

びびびび    

ですですですです。。。。    

。。。。    

された場合、センターは休館します。利用を中止

された場合、解除された時刻から館内の点検を行い

が発令中の場合、4週先（音楽室）6週先（集会室等

ともに翌日（休館日の場合は次の開館日）に順延します

日 程 
第 1 月曜日 

１０月７日（月） 

 ① 午後 5 時～午後 5 時 50 分 

② 午後 6 時～午後 6 時 50 分 

③ 午後 7 時～午後 7 時 50 分 

④  

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 月曜日

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。。。。    

                      ２０１３年１０月１日 

を実施します。 

111111111111555555555555 日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土））））））））））））            
はははは使用使用使用使用できませんできませんできませんできません。。。。    

・期限更新・施設予約 

従来通りインターネット 

まで開設します。 

 

ください。 

して速やかに退館を 

い、安全確認後開館し 

集会室等）の利用受付は 

します。 

第 3 月曜日 

１０月２1 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 

児童養護施設指導員が担当 

時間） 

月曜日と年末年始を除く） 
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枚方市立図書館  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 

開室日開室日開室日開室日    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休休休室室室室））））     

開開開開室室室室時間時間時間時間   １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００ 

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 

 

スポーツスポーツスポーツスポーツのののの秋秋秋秋・・・・食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋・・・・芸術芸術芸術芸術のののの秋秋秋秋・・・・・・・・・・・・何何何何よりよりよりより読書読書読書読書のののの秋秋秋秋のののの到来到来到来到来ですですですです。。。。    

新新新新しいジャンルのしいジャンルのしいジャンルのしいジャンルの本本本本にににに挑戦挑戦挑戦挑戦してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか？？？？ぜひぜひぜひぜひ図書館図書館図書館図書館におにおにおにお立立立立ちちちち寄寄寄寄りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

成人読書会成人読書会成人読書会成人読書会    １０１０１０１０月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（金金金金））））    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～    

「「「「ちょいなちょいなちょいなちょいな人人人人々々々々」」」」                荻原荻原荻原荻原    浩浩浩浩////著著著著        〈〈〈〈文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋〉〉〉〉    

                    課題図書課題図書課題図書課題図書をををを読読読読みみみみ、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく感想感想感想感想などをなどをなどをなどを話話話話しししし合合合合っていますっていますっていますっています。。。。    

どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、職員職員職員職員におにおにおにお尋尋尋尋ねくださいねくださいねくださいねください。。。。    

    

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    

    １０１０１０１０月月月月１１１１００００日日日日（（（（木木木木））））    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～    

            就園前就園前就園前就園前のののの子子子子どもとどもとどもとどもと保護者保護者保護者保護者ののののためのためのためのための    

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会ですですですです    

    おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～    

                だれでもさんかできますだれでもさんかできますだれでもさんかできますだれでもさんかできます        

    おおおおともだちときてねともだちときてねともだちときてねともだちときてね    

              

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    

小説小説小説小説    疫神疫神疫神疫神((((やまいがみやまいがみやまいがみやまいがみ))))    川崎川崎川崎川崎    草志草志草志草志／／／／著著著著    

    ホテルローヤルホテルローヤルホテルローヤルホテルローヤル    桜木桜木桜木桜木    紫乃紫乃紫乃紫乃／／／／著著著著    

    夢夢夢夢もももも定定定定かにかにかにかに    澤田澤田澤田澤田    瞳子瞳子瞳子瞳子／／／／著著著著    

    たぶんねこたぶんねこたぶんねこたぶんねこ    畠中畠中畠中畠中    恵恵恵恵／／／／著著著著    

    正妻正妻正妻正妻    上上上上････下下下下    林林林林    真理子真理子真理子真理子／／／／著著著著    

そのそのそのその他他他他    毎日毎日毎日毎日のののの家事手帳家事手帳家事手帳家事手帳    宝島社宝島社宝島社宝島社／／／／刊刊刊刊    

    シンプルでシンプルでシンプルでシンプルで作作作作りやすいりやすいりやすいりやすい毎日毎日毎日毎日のバッグとポーチのバッグとポーチのバッグとポーチのバッグとポーチ    日本日本日本日本ヴォーグヴォーグヴォーグヴォーグ社社社社／／／／刊刊刊刊    

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    

えほんえほんえほんえほん    おばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたび    ジャック・デュケノワジャック・デュケノワジャック・デュケノワジャック・デュケノワ／／／／作作作作    

    ググさんとあかいボタンググさんとあかいボタンググさんとあかいボタンググさんとあかいボタン    キム・ミンジキム・ミンジキム・ミンジキム・ミンジ／／／／作作作作    

    図書館図書館図書館図書館にににに児童室児童室児童室児童室ができたができたができたができた日日日日    デビー・アトウェルデビー・アトウェルデビー・アトウェルデビー・アトウェル／／／／絵絵絵絵    

    のせてのせてのせてのせてのせてのせてのせてのせて 100100100100 かいだてのバスかいだてのバスかいだてのバスかいだてのバス    マイク・スミスマイク・スミスマイク・スミスマイク・スミス／／／／作作作作    

    りきしのほしりきしのほしりきしのほしりきしのほし    加藤加藤加藤加藤    休休休休ミミミミ／／／／作作作作    

    おふろにいれておふろにいれておふろにいれておふろにいれて    せなせなせなせな    けいこけいこけいこけいこ／／／／作作作作    

やさしいものがたりやさしいものがたりやさしいものがたりやさしいものがたり    かいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイと 100100100100 本本本本のバのバのバのバララララ    原原原原    ゆたかゆたかゆたかゆたか／／／／作作作作    

ものがたりものがたりものがたりものがたり    ねこじゃらねこじゃらねこじゃらねこじゃら商店商店商店商店へいらっしゃいへいらっしゃいへいらっしゃいへいらっしゃい    富安富安富安富安    陽子陽子陽子陽子／／／／作作作作    

    わらうきいろオニわらうきいろオニわらうきいろオニわらうきいろオニ    梨屋梨屋梨屋梨屋    アリエアリエアリエアリエ／／／／作作作作    

そのそのそのその他他他他    版画版画版画版画のはらうたのはらうたのはらうたのはらうた    ５５５５    くどうくどうくどうくどう    なおこなおこなおこなおこ／／／／詩詩詩詩    
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ホールや

定期発表会

披露

出演

 

 

開催当日、早朝に近畿地区を通過

危ぶまれたところですが、団員達

警報も解除され良い日差しが戻ってきました

悪天候の影響から観劇に来て頂

前で入場をお待ち頂く行列が始まり

するなど約 900人の方にご来場頂
 

第１部のミュージカル「オズの

込まれ、目を覚ますとそこは不思議

ない事から壮大な大冒険が始まり、

大冒険を演じ、団員の一丸となる熱

皆さんから多くのご声援の拍手を頂

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2部では団員全員制服に着替

「旅立ちの時」など 5曲を熱唱し、

「ふるさと」を合唱、舞台と客席が
 

その後、団員全員でロビーにてご

お見送りをしました。観客から「

お褒めのお言葉を頂き、団員達は
 

結びに、ご来場頂いた皆様を始

ご指導頂きました指揮者、伴奏者、

御蔭で盛大の内に幕が閉じられました
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 毎週、土曜日と日曜日が合唱団の練習日で、

ホールや集会室で２時間のレッスンをしています

定期発表会や枚方まつりなどのイベントでミュージカルや

披露しています。12 月には「森繁久彌生誕 100

出演や「クリスマスコンサート」を予定しています

なお、入団テストは毎年３月に実施しています

通過する台風 18号による警報が発令され定期発表会

団員達がこの日を目指し熱心に活動をしていた事が実

ってきました。 

頂く方が少ないのではとの心配もありましたが、

まり、日差しも暑くなった事から入場時間を少し

来場頂きました。 

オズの魔法使い」は、主人公ドロシーと犬のトトがカンザスで

不思議の国でした。カンザスに帰るにはオズの王様

、仲間達との出会いや悪い魔女との戦いなど、

熱い演技に観劇された 

頂きました。 

着替え合唱曲「雨にぬれても」 

、最後は会場のお客様と全員で 

が一体になる中、終演となりました。 

でロビーにてご来場頂いたお客様に心を込めて 

「本当に良かった」など、多くの 

は良い思い出を残す事ができました。 

始め、発表会を支えて頂きました定期発表会実行委員会

、振付の各先生方、そして精一杯練習してきた

じられました事について、厚くお礼申しあげます。ありがとうございました

                      ２０１３年１０月１日 

、青少年センターの 

レッスンをしています。 

まつりなどのイベントでミュージカルや合唱を 

100 年記念公演」の 

しています。 

しています。 

定期発表会の開催が 

実を結び、午前中には 

、お昼頃から大ホール 

し早め、2階席へお願い 

のトトがカンザスで嵐に巻き 

王様に会わなければなら 

、歌やダンスを交えた 

定期発表会実行委員会の皆さん、 

してきた団員の皆さんの 

ありがとうございました。 


