
枚方公園青少年センターだより(149号)                      ２０１２年１１月１日 
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【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 

 

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 24年 10月 20日（土）枚方市少年少女合唱団「11月の合唱披露に向けての練習」 
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ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの人人人人とととと一緒一緒一緒一緒ににににパンパンパンパン

【【【【    日日日日    時時時時    】】】】            月月月月            日日日日（（（（金金金金

【【【【    場場場場    所所所所    】】】】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

                                    場所場所場所場所はははは、、、、京阪電車京阪電車京阪電車京阪電車

できるだけできるだけできるだけできるだけ公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関

【【【【    対対対対    象象象象    】】】】市内在住市内在住市内在住市内在住でででで障害障害障害障害をもつをもつをもつをもつ

【【【【    定定定定    員員員員    】】】】12121212 名名名名    

【【【【参参参参    加加加加    費費費費】】】】500500500500 円円円円    ※※※※11111111 月月月月 16161616

【【【【持持持持    ちちちち    物物物物】】】】三角巾三角巾三角巾三角巾、、、、エプロンエプロンエプロンエプロン、、、、飲飲飲飲

【【【【申込方法申込方法申込方法申込方法】】】】11111111 月月月月 2222 日日日日((((金曜日金曜日金曜日金曜日))))からからからから

センターセンターセンターセンター窓口窓口窓口窓口、、、、またはまたはまたはまたは

◎◎◎◎おおおお問合問合問合問合せせせせ：：：：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

                            （（（（午前午前午前午前 10101010時時時時～～～～午後午後午後午後
 

 

 
 

 

落語ってなあに？「絵本」

世界を楽しみましょう！よみかたり

キャラバン隊といっしょに絵本

で、一日落語家気分！             

最後に、一席落語もお聞き

けますのでお楽しみに！                

                                               

                                      
                                                

                                         

                                        
 

 

 

１２１２１２１２月２９２９２９２９日（土土土土）から

※※※※12121212 月 2222

※年末年始の休館の間、6 週間前

より窓口でまとめて受け付けます

 

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    

幼稚園や小学校で、子どもたちによみかた

りをしたり、工作づくりをする中学生を中心

とした活動グループです！ 

興味のある皆さん、一度参加してみませんか

                      

☆ 2 ☆ 

パンパンパンパン作作作作りやゲームをりやゲームをりやゲームをりやゲームを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう。。。。    

金金金金・・・・祝祝祝祝    ））））午前午前午前午前            時時時時～～～～午後午後午後午後            時時時時    

センターセンターセンターセンター    料理実習室料理実習室料理実習室料理実習室（（（（2222 階階階階））））    

京阪電車京阪電車京阪電車京阪電車「「「「枚方公園駅枚方公園駅枚方公園駅枚方公園駅」」」」からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩３３３３分分分分ですですですです。。。。    

公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを使使使使ってってってって来所来所来所来所してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。    

をもつをもつをもつをもつ小小小小・・・・中学生中学生中学生中学生    

16161616 日日日日（（（（金曜日金曜日金曜日金曜日））））までまでまでまでに枚方公園青少年センターへ

飲飲飲飲みみみみ物物物物    

からからからから 9999 日日日日((((金曜日金曜日金曜日金曜日))))のののの午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午後午後午後午後 5555 時時時時にににに

またはまたはまたはまたは電話電話電話電話でででで申申申申しししし込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。    

センターセンターセンターセンター事務所事務所事務所事務所    ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０５００５００５００５０－－－－７１０２７１０２７１０２７１０２－－－－３１４５３１４５３１４５３１４５

午後午後午後午後 4444時時時時のののの間間間間でおでおでおでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください））））    

                        

【日時】平成 24242424 年 11111111 月

」で落語の      午後 1111 時 30303030 分開

よみかたり    【会場】枚方公園青少年センター

絵本を読ん    【参加費】 無料 

                 【定員】40名（先着順） 

ききいただ  【参加申込】11月 1 日(木

                           いずれかの方法

                                               <電話>050-7102-3145 

                                        <FAX>072-843-4699 
                                                 <Email>cenhs@city.hirakata.osaka.jp

                                         ※FAX、Email でお申込の

氏名・参加人数・連絡先

書いてください。 

                                               主催：枚方公園青少年

    

から１１１１月３３３３日（木木木木）までおおおお休休休休みみみみさせていただきます

2222８８８８日（金金金金）は午後午後午後午後 5555 時時時時に閉閉閉閉館館館館します
 

 

週間前・4 週間前の窓口申し込みは 1111 月月月月４４４４日日日日（（（（

けます。宜しくお願いします。 

※昨年度

どもたちによみかた 

中心 

してみませんか？ 

                      ２０１２年１１月１日 

センターへ持参持参持参持参してください。    

にににに、、、、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    

３１４５３１４５３１４５３１４５    

                                             

月 25252525 日（日） 

開講（午後 1111 時開場） 

センター 

 

木)午前 10 時から下記の 

方法でお申込ください。 

cenhs@city.hirakata.osaka.jp 
の場合、件名「落語」・          

連絡先（電話番号など）を 

枚方公園青少年センター 

させていただきます。    

します※※※※    
（（（（金金金金））））午前午前午前午前 9999 時時時時 30303030 分分分分    

昨年度と休みが変わっています。 
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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
開室日    水

開室時間   １０

枚方市伊加賀東町６－８（枚方公園青少年

 

分室の窓から見下

すっかり秋めいてきました

“読書の秋”“芸術
 

成人読書会 

「銀漢の賦」  葉室 麟

    課題図書を読み、

  どなたでも参加

 

えほんの会 毎月第２木曜                 

１１月８日（木）１０：

   就園前の子どもたちと、おとうさん・

おかあさんのためのおはなし

 

 

小説 

 

 

 

 

その他 

光圀伝 

途中の一歩 

アスクレピオスの

ソロモンの偽証

貝紅～藍染袴

生きる悪知恵

女子栄養大学栄養

大人のデイリーニット

ほんとうは簡単

えほん    ぐるぐるカレー

せいぎのみかた

いちじくにんじん

ものがたり  てんやわんや

その他    もっと速く走

 

おしらせ   ＊ 

                      

☆ 3 ☆ 

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・木・金・土・日 （月・火・祝日は休室） 

１０：３０～１７：００ 

枚方公園青少年センター２階）Tel&Fax０７２－８４４

見下ろす公園の桜の木も 色づき始め  

めいてきました。 

芸術の秋”“行楽の秋”…いろんな秋に図書館

 １１月１６日（金）１０：３０～ 

麟/著  〈文藝春秋〉 

、楽しく感想などを話し合っています。 

参加できます。 興味のある方は、職員にお尋ねください

                 おはなし会 毎週水曜日

：３０～        だれでもさんかできます

おとうさん・           おともだちときてね

おかあさんのためのおはなし会です。             

新しく入った本 

 上・下 

アスクレピオスの愛人 

偽証 第 1 部 

藍染袴お匙帖 

悪知恵 

女子栄養大学栄養クリニックの成功率 90％！ダイエット

のデイリーニット ´12 秋冬 

簡単！かけこみおだし塾 

あたらしくはいった こどものほん 

ぐるぐるカレー                  

せいぎのみかた ワンダーマンの巻         

いちじくにんじん                 

てんやわんや名探偵                

走れる！～めざせナンバー１       

 １１月３日（土）・２３日（金）は祝日

                      ２０１２年１１月１日 

 

８４４－７７７３ 

図書館をお役立てください。  

ねください。 

毎週水曜日 １５：３０～ 

だれでもさんかできます。  

おともだちときてね 

ダイエット 

冲方 丁 

雫井 脩介 

林 真理子 

宮部 みゆき 

藤原 緋沙子 

西原 理恵子 

今泉 久美 

実業之日本社 

山脇 りこ 

                  矢野 アケミ 

         みやにしたつや 

                 ごんもりなつこ 

                杉山 亮 

       近藤 隆夫 

祝日のため休室します 
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市制施行 65 周年記念事業 

「「「「くらわんかくらわんかくらわんかくらわんか産業産業産業産業いきいきまつりいきいきまつりいきいきまつりいきいきまつり

 
  合唱団の出演   月   日

会 場：淀川河川公園枚方地区

合唱披露にむけて「島人ぬ宝」「ドレミの

などの曲目を練習しています。爽やかな

会場にお越しいただき、子どもたちの

※くらわんか産業いきいきまつりの

 地域振興総務課内）TEL050‐7102

 

 

 

 

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。。。。

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

先日、ロビーを利用されている方

アドバイスを頂き、我が無知を恥じている

中で、100 年も連続営業しているひらパーは

幾多の困難もあったと思いますが、

勤める一人として非常に嬉しく、お

ひらパーの魅力は、言い尽くせないほど

者もゆったりと楽しめるバラ園などの

いることが強み」だそうです。おりしも

のビリケンさんとひらパー兄さんを

のことですので、是非、皆さんも行

当センターでも利用者さんに親しまれる

べき点が数多くあると思います。ひらパーに

反対側出口にある枚方公園青少年センターや

◇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≫ 

                      

☆ 4 ☆ 

時
間
区
分 

 

いきいきまつりいきいきまつりいきいきまつりいきいきまつり」」」」で合合合合唱唱唱唱を披披披披露露露露します。

日（日曜日日曜日日曜日日曜日）午前    時    分から午前 

淀川河川公園枚方地区 特設ステージ 

ドレミの歌」「ひとりぼっちの山羊飼い」 

やかな秋の季節になりました。 

どもたちの歌をお楽しみください。 

いきいきまつりのお問い合わせは、マルシェ・ひらかた実行委員会事務局

7102‐3223 へお願いします。 

若者若者若者若者のののの    

」」」」    

びびびび    

ですですですです。。。。    

。。。。    

方から「通天閣もエエけど、わが町のひらパーも

じている次第です。関西の遊園地が少子化の影響

ひらパーは、遊園地として「日本一」だそうで、

、それを乗り超えての営業は「我が町の誇り」と

お祝いのお裾分けを貰った気分になります。 

くせないほど有ると思いますが、公園施設関係者が語

などの空間や、小さい子ども連れのファミリー層の

おりしも 100 周年記念イベントとして「菊人形」が

さんを合体させた「ビリパー兄さん像」が設置されたりと

行かれることをお勧めします…。 

しまれる施設として、ひらパーさんの姿勢を見習

ひらパーに行かれた際に時間があれば、枚方公園駅

センターや歴史資料館「鍵屋」にも寄って頂ければ

日 程 
第 1 月曜日 

11 月 5 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。。。。    

                      ２０１２年１１月１日 

。 

   時の予定です。  

実行委員会事務局（枚方市役所 

のひらパーも 100 周年やで」と 

影響などで閉園していく 

、100 年を迎えるまで 

と言えますし、近隣に 

語られたように「高齢 

の支持をしっかり得て 

が限定復活し、通天閣 

されたりと見どころ満載と 

見習う 

枚方公園駅の 

ければ幸いです。  

（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ）（Ｅ．Ｏ）    

第 3 月曜日 

11 月 19 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） 

4 月曜日と年末年始を除く） 


