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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 

 

撮影：平成 25年 2月 11日（月・祝）枚方公園青少年センター3階ホール「青年祭」 

枚方公園青少年センターホームページアドレス 
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下記の日程で、消防避難訓練を実施します。実際に訓練警報を鳴らし、訓練通報・避難誘導を行います。 

施設利用の皆様のご協力をお願いいたします。 

        日時： ３３３３ 月 ６６６６ 日（ 水水水水    ）午後 ２２２２ 時～ （１５分程度） 

       場所：枚方公園青少年センター、枚方公園図書館分室、サンパーク 
 

 
 

使用者ＩＤ登録の有効有効有効有効期限期限期限期限がががが 2222013013013013 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日までまでまでまでの団体は更新手続更新手続更新手続更新手続ききききが必要必要必要必要です。 

お早めに当センター事務所窓口にお越し下さい。青少年団体青少年団体青少年団体青少年団体は、年齢証明証年齢証明証年齢証明証年齢証明証の提示をお願いします。 

 

 

 

 

 

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のののの    

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。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日とととと日曜日日曜日日曜日日曜日にににに練習練習練習練習していますしていますしていますしています。。。。毎年秋毎年秋毎年秋毎年秋ににににはははは、、、、定期発表会定期発表会定期発表会定期発表会をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

現在現在現在現在、、、、49494949 名名名名のののの団員団員団員団員がががが在籍在籍在籍在籍していますしていますしていますしています。。。。    

        みんなみんなみんなみんなとととと一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しくしくしくしく歌歌歌歌いましょういましょういましょういましょう。。。。入団入団入団入団にあたりにあたりにあたりにあたり簡単簡単簡単簡単なななな発声発声発声発声テストをテストをテストをテストを行行行行いますいますいますいます。。。。    
 

 

≪≪≪≪テストテストテストテスト日日日日≫≫≫≫    平成平成平成平成            年年年年                    月月月月            日日日日（（（（        ））））午後午後午後午後        時時時時    開始開始開始開始            
 

≪≪≪≪会会会会        場場場場≫≫≫≫    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    

≪≪≪≪対対対対        象象象象≫≫≫≫    市内在住市内在住市内在住市内在住のののの新小学新小学新小学新小学 3333 年生年生年生年生～～～～新高校新高校新高校新高校 3333 年生年生年生年生            

≪≪≪≪申申申申    込込込込    みみみみ≫≫≫≫    3333 月月月月 4444 日日日日（（（（    月月月月    ））））午前午前午前午前 10101010 時時時時からからからから 3333    月月月月 19191919 日日日日（（（（    火火火火    ））））のののの    

期間期間期間期間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センターセンターセンターセンター窓口窓口窓口窓口かかかか電話電話電話電話でででで受付受付受付受付しますしますしますします。。。。    

≪≪≪≪保護者会費保護者会費保護者会費保護者会費≫≫≫≫    年間年間年間年間、、、、約約約約 9999000000000000 円程度円程度円程度円程度                                    

    
 

 

 

 

 

                                              

 

1 月 4日（金）から 1 月 31 日（木）に「利用者アンケート」を実施しました。 

「窓口対応が親切になった」や「電気ポットの使い易さ」など、当センターで改善された事への意見が 

多かったです。一方、要望には「備品の不備の改善」、「施設やイスの改修の希望」、「利用者の交流を望 

む声」などがありました。皆さんからいただいた意見は、今後のセンター運営の参考にさせていただき 

ます。また 3 月頃には“使いやすい 2 階ロビー”の改善として、ソファー席のレイアウトを 

変更する予定です。アンケートにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

日 程 
第 1 月曜日 第 3 月曜日 

３月 4 日（月） ３月 18 日（月） 

 ① 午後 5 時～午後 5 時 50 分 午後 3 時～午後 3 時 50 分 

② 午後 6 時～午後 6 時 50 分 午後 4 時～午後 4 時 50 分 

③ 午後 7 時～午後 7 時 50 分 午後 5 時～午後 5 時 50 分 

④  午後 6 時～午後 6 時 50 分 

相談員 臨床心理士が担当 児童養護施設指導者が担当 

◇専用メール：sodan7830@city.hirakata.osaka.jp（受付時間：24 時間） 

◇専用電話：072-844-7830（予約時間：午前 9 時～午後 5 時。第 4 月曜日と年末年始を除く） 

※※※※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了承了承了承了承くだくだくだくださいさいさいさい。。。。    

≪お問い合わせ先≫ 

「12月クリスマスコンサート」
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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  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（（（（

    眼下の公園

         新しい季節

        始めてみませんか

ヒントが

 

成人読書会成人読書会成人読書会成人読書会    ３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（

                         課題「「「「仏果仏果仏果仏果
                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

３３３３月月月月 14141414 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    欠落欠落欠落欠落    

    55555555 歳歳歳歳からのハローライフからのハローライフからのハローライフからのハローライフ

    七七七七つのつのつのつの会議会議会議会議    

    母性母性母性母性    

そのそのそのその他他他他    スタンフォードのスタンフォードのスタンフォードのスタンフォードの

    枚方枚方枚方枚方のトリビアのトリビアのトリビアのトリビア

    おかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいお

    僕僕僕僕のののの死死死死にににに方方方方    

えほんえほんえほんえほん    だっこれっしゃだっこれっしゃだっこれっしゃだっこれっしゃ

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    がんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドル

ものがたりものがたりものがたりものがたり    シノダシノダシノダシノダ！！！！消消消消

     

                        おおおお休休休休みのおみのおみのおみのお知知知知らせらせらせらせ
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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    
・・・・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

     

公園の桜のつぼみが ちょっぴり丸くなりました

季節がすぐそこまでやってきています。何

めてみませんか？    枚方公園分室をのぞいてみてください

ヒントが見つかるかもしれません。お待ちしています

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

仏果仏果仏果仏果をををを得得得得ずずずず」」」」三浦三浦三浦三浦    しをんしをんしをんしをん    著／双葉社双葉社双葉社双葉社    

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    

からのハローライフからのハローライフからのハローライフからのハローライフ    村上村上村上村上    

池井戸池井戸池井戸池井戸

湊湊湊湊    かなえかなえかなえかなえ

スタンフォードのスタンフォードのスタンフォードのスタンフォードの自分自分自分自分をををを変変変変えるえるえるえる教室教室教室教室    ケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガル

のトリビアのトリビアのトリビアのトリビア    ひらかたひらかたひらかたひらかた

おかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいおおかめちゃんのアイデアいっぱいお豆腐豆腐豆腐豆腐レシピレシピレシピレシピ    タカノフーズタカノフーズタカノフーズタカノフーズ

金子金子金子金子    

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    

だっこれっしゃだっこれっしゃだっこれっしゃだっこれっしゃ    春田春田春田春田

がんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドルがんこちゃんはアイドル    末吉末吉末吉末吉

消消消消えたえたえたえた白白白白ギツネをギツネをギツネをギツネを追追追追ええええ    富安富安富安富安

    

らせらせらせらせ                    3333 月月月月 20202020 日日日日((((水水水水))))はははは祝日祝日祝日祝日のためおのためおのためおのためお

                      ２０１３年３月１日 

 

０７２０７２０７２０７２－－－－８４４８４４８４４８４４－－－－７７７３７７７３７７７３７７７３    

くなりました。 

何か新しいことを 

をのぞいてみてください。 

ちしています。 

    刊 

です。 

ねください。    

１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～    

参加できます。 

 

    敏敏敏敏／／／／著著著著    

    龍龍龍龍／／／／著著著著    

池井戸池井戸池井戸池井戸    潤潤潤潤／／／／著著著著    

かなえかなえかなえかなえ／／／／著著著著    

ケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガルケリー・マクゴニガル／／／／著著著著    

ひらかたひらかたひらかたひらかた検定実行委員会検定実行委員会検定実行委員会検定実行委員会／／／／編編編編    

タカノフーズタカノフーズタカノフーズタカノフーズ／／／／監修監修監修監修    

    哲雄哲雄哲雄哲雄／／／／著著著著    

春田春田春田春田    香歩香歩香歩香歩／／／／作作作作    

末吉末吉末吉末吉    暁子暁子暁子暁子／／／／作作作作    

富安富安富安富安    陽子陽子陽子陽子／／／／作作作作    

のためおのためおのためおのためお休休休休みですみですみですみです。。。。                     
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    舞台照明実技講習会
舞台照明実技講習会を全 3 回、1 月

この講習会は 2 年毎に行っており、今回

参加が多く、定員枠の 20 人が参加しました

 1 日目は、電気の基礎知識と専門用語

操作を行

灯体の吊

演出効果

最終日

                 ました。

                 参加者

 
 

 

                            
 

 

 
 

出演者出演者出演者出演者とととと 100100100100 名名名名のののの観客観客観客観客
  

  

2 月 11 日（月・祝）に 3 階ホールで

枠を超える、たくさんの出演希望があり

当センターに登録している青少年団体

ープ出演し、バンドやダンスなど自慢のパフォーマンスを

ました。休憩

年の活気あふれる

いた枚方よみかたりキャラバン

してご協力いただいた

           

  

 

   

3 月 3日は「ひな祭り

四大陸フィギュアスケートで

アイスホッケー代表、スキージャンプ

活躍などが目立ちこの時期に相応しくなる

ＷＢＣ侍ジャパンが 3 連覇を成し遂

 女子力が高まることは様々な場面

ト評価を見ても、従来から比べ女性職員

性職員も含めて更に評価を高めようと

 17 日は、少年少女合唱団による

れますが、団員構成の比率が女性が

のステージでホールいっぱいに澄んだ

「模擬演習」 

「たくさんの観客」 
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舞台照明実技講習会 
月 14 日、17 日、19 日の日程で行いました。 

今回は初めて照明器材に触れる 10 歳代の 

しました。 

専門用語の解説。ピンスポットライトとフェーダーの 

行いました。2 日目は、仕込み図を見ながら、高さ

吊り込み作業を体験。また、スモークマシンを使用

演出効果を学びました。 

最終日には、劇団の協力で演技シーンに合わせて照明

。講師は、受講者のレベルに応じて分かりやすく進

参加者の皆さんお疲れまでした。講師の渡部行洋さん、ありがとうございました

               

観客観客観客観客がががが一緒一緒一緒一緒にににに盛盛盛盛りりりり上上上上がっがっがっがったたたた最高最高最高最高ののののステージステージステージステージ

ホールで青年祭を行いました。予定していた応募 

があり、午前と午後の 2 部構成で実施しました。 

団体や市内で活動している青少年団体が 14 グル

のパフォーマンスを披露し観客とともに楽しみ

休憩時間には、グループ同士の交流もあり、青少

あふれる催しとなりました。司会をお務めいただ 

よみかたりキャラバン隊 OG のおふたり、そして準備

いただいた皆さん、ありがとうございました。 

            

り」です。俗に女の子のお祭りとも言いますが、

フィギュアスケートで上位 3位を独占した浅田選手たち、ソチ五輪

スキージャンプ女子Ｗ杯総合優勝の高梨選手等々

しくなる一方、男子陣の影が薄くなってきていますので

遂げて欲しいものです。 

場面でプラス効果が発揮されており、先日当センターで

女性職員の接遇・対応が良くなったとのお声をいただき

めようと思っています。 

による卒団・中学課程修了を伴うファミリーコンサートが

が高いために男性陣が弱く見えますが、平成 24

んだ歌声を大きく響きわたらせてもらいたいものです

                      ２０１３年３月１日 

さ 3ｍの脚立を使用して 

使用して、パーライト使用時の 

照明を当てる模擬実習を行い 

進めていました。 

ありがとうございました。 

ステージステージステージステージでしたでしたでしたでした！！！！    

 

準備・片付け、楽器係と 

 

、昨今のスポーツ界では

五輪の出場を決めた女子

々の女性陣のめざましい

くなってきていますので、ここで何とか

センターで実施したアンケー

をいただき、嬉しい気分と男

うファミリーコンサートが開催さ

24 年度、最後

きわたらせてもらいたいものです。 （（（（E.OE.OE.OE.O）））） 

「バンド演奏」 

「吊りこみ」 


