
☆ 1 ☆ 

 

２０２０年 

 

お部屋の利用を再開 6 月 15日（月）から 
 

 

 

 

 

 

 

 

枚方公園青少年センターだより No.２４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターだよりの名称：中学生や高校生がやってみたいことを創り上げる場所として工場（FACTORY）をイメージしています。 

今後の予定 （状況により、変更となる場合があります。ご了承ください。） 

●青少年相談について 
 6月から再開します。第 1月曜日（6月 1日）・第 3月曜日（6月 15日） 

●お部屋の利用について 

6月 15日から、第 1・第 2集会室、和室、料理実習室（調理・飲食不可）の利用を再開。 

7月 1日からホールの利用も再開します。 

※ 音楽室、編集室、ロビー（2階）の再開は、未定です。 

●お部屋の予約について 

■6月（6月 15日～6月 30日）使用分は、6月 1日（月）午前 9時 30 分から窓口受付。 

午後 1時からインターネットでの受付。 

■7月（7月 1日～7月 31日）使用分は、抽選予約受付（期間：6月 1 日～6月 10日） 

・抽選予約後の空室の予約受付について、7 月 1日～23日までの使用分を 6 月 11日（木） 

午前 9時 30分から窓口受付（希望が重複の場合は抽選）、午後 1時からインターネット

での受付を行います。その後は、先着順での受付（窓口・インターネット）となります。 

7 月 24 日使用分以降は、使用日の 6 週前（※7 月 24 日なら 6 月 12 日）の午前 9 時 30

分から窓口受付、午後 1時からインターネットでの受付ができます。 

※ 第 1 集会室の抽選予約は、「障害者関係団体」しかできません。 

■8月（8月 1日～8月 31日）使用分は、抽選予約受付（期間：6月 1 日～6月 10日） 

・抽選予約後の空室については、使用日の 6週前の午前 9時 30分から窓口受付（希望が 

重複の場合は抽選）、午後 1時からインターネットでの受付ができます。 

●窓口対応について 

5月 20日より、受付業務を再開しております。 

・施設の新規利用申込 ・使用料の還付手続 ・施設使用中止届 ・電話対応など 

・印刷の利用（必要最小限の人数で印刷を行ってください。密接にならないようにご配慮 

お願いします） 
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6月の青少年相談日 ～心の声を話しませんか～  
 

毎月第 1月曜日と第 3月曜日に若者の悩 

みについて相談できる「青少年相談」を実 

施しています。まずは、電話かメールでご 

希望の相談日時を連絡ください（ニックネ 

ーム可）。予約後は、面談か電話で相談がで 

きます。対象は、概ね 26歳までの若者及び 

その保護者や家族です。相談は無料です。 

≪お問い合わせ先≫ 

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

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

 
 

お部屋の使用にあたっては、下記「６項目の遵守事項」を守って、ご利用いただくことが使用の条件となります。 

使用前にチェックシートでチェックをし、ご署名をいただきますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 月 15 日以降の使用分については、新型コロナ対策が取消理由であっても、6 日前以降の予約取消

しについては使用料が必要です。ご注意ください。 

♪♪ 音楽室…もう少しお待ちください。♪♪ 

音楽室と編集室は、密閉度が高く、感染リスクを考慮し使用開始が未定です。 

音楽室には窓がありますが、特殊な二重窓で、一般の方は自由に開閉しにくいものとなっ

ています。あと少し感染状況の推移を見つつ、市として安全性や部屋の換気や消毒の方法な

どを検討したうえで、再開の時期を見定めていきたいと思います。 

方針が決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。すみませんが、もう少し 

お待ちください。 

日程 
第 1月曜日 第 3月曜日 

6月１日（月） 6月１５日（月） 

時
間
区
分 

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 

6項目の遵守事項 （使用前にチェックをしていただきます） 

□ 利用者の中に、発熱、せきなど風邪のような症状の人がいない。 

□ 利用前後に手洗い・手指消毒をする。 

□ 部屋の通常の定員のおおむね 3分の 1以内で利用し、密集をさける。 

  ● よって各部屋の当面の定員は、 

第 1集会室…17 人、第 2集会室…13人、和室…10 人、ホール…50 人、料理実習室…7人 

□ 利用者同士が直接接触する行動をしない。 

  ● 1メートルは距離をとり、直接接触しないようにしてください。 

□ おおむね 30分ごとに換気を行う。 

  ● 窓、扉を開けて換気をしてください。 

□ 利用者はマスクを着用する。 

 

夕刻の時間帯でもＯＫ 

予約のキャンセルについて 

mailto:sodan7830@city.hirakata.osaka.jp
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枚方市立中央図書館 枚方公園分室ニュース 2020 年 6 月  
◆開室日    水・木・金・土・日 （月・火・祝日は休室）     

◆開室時間   １０：３０～１７：００ 

枚方市伊加賀東町６－８（枚方公園青少年センター２階） Tel&Fax 072-844-7773 

 

＼ お待たせしました！ ／ 

6 月 3 日（水）から図書館の本を、自由に選んでいただけるようになりました。 

雨の日に備えて、本をたくさん借りていって下さいね。 

 

 おはなし会  

 毎週 木曜日 10:30～ （６/18（木）～開催予定です。） 

コロナウイルス感染拡大防止のため、お互いの間隔をあけて、先着二組限定で行います。 

 

※毎月開催している、 

『えほんの会』、『おはなしふうせん』のおはなし会、成人読書会は、中止します。 

 

新しく入った大人向けの本 

『魚焼きグリルで朝ラク弁当』 武蔵 裕子/著 PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

2020/4 出版 

『亡くなった人と話しませんか』 サトミ/著 幻冬舎 2020/1 出版 

『ダ―ク・ブルー』 真保 裕一/著 講談社 2020/3 出版 

 

あたらしくはいった こどものほん 

『おかいもの』 前田 まゆみ/さく・え  主婦の友社 2020/4 出版 

『おさんぽ』 前田 まゆみ/さく・え  主婦の友社 2020/4 出版 

『ダンゴムシがやってきた！』 くすのき しげのり/作   アリス館 2020/4 出版 

 

★２０２０年度課題図書 

『タヌキのきょうしつ』 山下 明生/作  あかね書房  2019/7 出版 

『おれ、よびだしになる』 中川 ひろたか/文 アリス館 2019/12 出版 

『ポリぶくろ、１まい、すてた』 ﾐﾗﾝﾀﾞ･ﾎﾟｰﾙ/文 さ・え・ら書房 2019/2 出版 

『月（るな）と珊瑚』 上條 さなえ/著   講談社 2019/7 出版 

『廉太郎ノオト』 谷津 矢車 中央公論新社 2019/9 出版 

 

 

 

 
  

図書館が開いている間はご面倒ですが、 

貸出資料はカウンターに返却いただきますよう、 

ご協力よろしくお願い致します。 
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発行 枚方公園青少年センター 

〒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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/3-5-0-0-0_3.html → 

【開館時間】午前 9時～午後 9時 

【休 館 日】第 4月曜日（祝日の場合は開館)・年末年始（12月 29日～1月 3日） 
 

感染に注意しつつ、熱中症にも注意してください。 

センターのお部屋使用時、マスク着用を条件とさせていただいておりますが、これから熱

中症にも注意が必要です。一定時間ごとに、部屋の換気をしていただくとともに、風通しの

いい場所で他の人と十分に距離をとりながら、時にはマスクを外して適度な休憩を取ってく

ださい。 

活動しながらも、体調には十分留意してください。 

 

ぜひ、みなさんの声を聞かせてください。 

ファクトリーにみんなからの投稿を載せます。 

「休校が長引き、勉強が不安だ」「早く、部活動がしたい」「友達と合いたい」「野球やサッカーを早 

く見たい」「青少年センターのロビーで勉強し、志望校に合格した！でも、はやく学校に行きたい」…。 

どんなことでも結構です。みんなが思っていることを投稿してください。休校中、こんなふうに 

過ごしている。こんなふうに工夫し勉強している～。あなたの経験などもぜひ聞かせてください。  
   

  投稿は、Ｅメール（※アドレスは下記）で。お手紙でもＯＫ。 

  件名か冒頭に「ファクトリー 投稿」と書いてください。お名前は、イニシャルでもペンネーム 

でもＯＫ。できるだけ、年齢か学年を書いてください。 

 

青少年のみなさん、地域のみなさん、お待たせしました。 
 
やっとお部屋の貸出が再開となりました。ぜひセンターを活用してください。しかしなが

ら、完全に「新コロナ」が終息したわけではなく、センターの利用にあたっては感染の再燃

を防ぐためのいろんな制約があることをご理解ください。また、音楽室やロビー・ホールの

イベント利用などの利用開始が今回見合わせとなりますが、感染リスク対策上、今少しごし

んぼうください。 
 

このような状況ですが、センターの職員一同、 

安全と感染対策に留意しつつ、みなさんの活動 

を精一杯サポートしていきたいと思っています。  

ご意見やお気づきの点は、遠慮なくお聞かせ 

ください。 
 

 それではセンタ-でおまちしています。 
 
 

令和 2年 5月 27日撮影 

mailto:cenhs@city.hirakata.osaka.jp
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/3-5-0-0-0_3.html

