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２０２０年 枚方公園青少年センターだより No.２４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

大阪コロナ追跡システムを導入しました  来館時にご活用ください。 
 

 

 

 

感染予防対策の工夫をしながら、 

3 ヶ月ぶりの活動を楽しみました。 

写真：センター登録団体（トーンチャイム・かがやき隊様） 

ご注意ください  使用予定日の 6日前以降の使用取り消しは、使用料が必要です。 

下記の「遵守事項」で守れない項目があり、キャンセルとなる場合でも、使用予定日の 6日前 

以降なら使用料が必要となります。 
 

 

遵守事項 7/1～（使用前にチェック用紙でチェックをしていただきます。※ロビーを除く） 

□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。 

□利用前後に石鹸による手洗いをする。 

  ●手洗いは感染対策に極めて有効です。ハンドソープ、手指用消毒液を設置しています。 

□部屋の通常の定員のおおむね 2分の 1以内で利用し、密集をさける。 

  ●各部屋の当面の定員は、第 1集会室…25人、第 2集会室…19人、和室…15人、 

ホール…75人、料理実習室…11 人、編集室…2人、第 1音楽室…5人、第 2音楽室…5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。音楽室と編集室は密閉度が高いので、設置してある扇 

   風機も使って、空気の入れ替えを行って下さい。 

□利用者はマスクを着用する。 

  ●熱中症に留意し、人との距離をとりながら、適度にマスクを外しての休憩等も行って下さい。 

   ※ただしマスクを外す時こそ油断大敵。口、鼻、目への、手の接触等に注意。 

    マスクをしたままの活動が困難であり、フェイスシールドを使用する場合は、対面を避け 

    人との距離を 1m 以上確保するなど、飛沫拡散等に注意すること。 
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７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） 
 

 

 

新たにミラーパネル（3台）を追加しました 
 

フラダンスやヨガなどで姿見にご活用ください。 

3台を第 2集会室に、4台をホールに常設しています。 

常設の部屋を使用する際は、備品使用の 

申し込みは不要でご使用いただけます。 

備品使用料は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 
第 1月曜日 第 3月曜日 

７月６日（月） ７月２０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 

相談員 福田相談員が担当 森本相談員が担当 

センター所長のつぶやき ～文化活動受難の時～ 
  「新型コロナウイルス」の主な感染ルートは接触感染と言われています。飛沫感染も侮れま 

せんが、風を通し、正対せず前後左右に距離をとり、マスクかフェイスシールド（もちろんマ 

スクが有用ですが）を装着すれば、それなりのリスク軽減は期待できる、との見方もあります。 

接触感染は主に感染者の唾液などが物につき、それを触った手を口や鼻に持っていき感染する 

パターンが多い、とのこと。マスクの最大の効用は、口や鼻に手を持っていくことを防ぐ、と 

言われています。そこで「マスク着用が条件…」となるわけですが、これは、吹奏楽や声を出 

す合唱などの活動にとっては大きなネックとなります。今が最も文化活動受難の時と言えます 

が、みなさん、絆を切らすことなく、乗り切ってください。今の制約の中で、感染対策を行い 

ながら活動を両立させていく工夫（口で言うほど簡単ではありませんが）とがんばりが本当に 

大切です。必ず状況は変化していきます。 

なお、これからの季節、熱中症対策で適度にマスクを外して休憩をとることも重要ですが、 

マスクを外す時こそ、先に述べたように接触感染に要注意です。ちなみに以下は、合唱団関係 

で、活動再開にあたってお聞きしたいくつかの留意点の例です。 
 

○マスク着用で練習するが、20 分ごとに 5 分以上の休憩を入れる。  

○水分補給を各自こまめに行う。  

○2 列以上になる場合の前後の距離を 1.5 メートル以上とる。  

○練習時間は、通常 2 時間だが、まずは 1 時間程度にする。  

○練習中でも、適度に各自の判断で休憩をとることをＯＫにする。 
 

みなさんのご意見、アイデア（知恵）、経験を是非お寄せください。所長 ＲＵＮ 
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枚方市立中央図書館 枚方公園分室ニュース 2020.7  
◆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 

 

日差しの強い季節になりました。図書館で本を見ながら 

   涼しいひと時をお楽しみください。 

 

成人読書会  7 月 17日（金） 10:30～ 

   課題本 『ｉ(アイ)』 西 加奈子/著 ポプラ社 

１冊の本を題材にして、さまざまな話題の花が咲く時間です。 

本は分室で用意しています。お気軽にお尋ねください。              

    

えほんの会 毎月第２木曜日         おはなし会  

7月 9日（木）10:30～          毎週 木曜日 10:30～ 

就園前の子どもたちと、             ※第 2木曜日は「えほんの会」です。 

楽しい工作もします。               
 

※えほんの会・おはなし会は、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、密にならないように行います。先着２組ほど。      

 

『おはなしふうせん』のおはなし会 7月 11日（土）11:00～（毎月第２土曜日） 

  ボランティアグループ『おはなしふうせん』さんによるおはなし会です。 

 

 

☆ 新しく入った大人向けの本 

食っちゃ寝て書いて 小野寺 史宜/著  ＫＡＤＯＫＡＷＡ  2020/5 出版 

老いの器量 下重 暁子/著  海竜社      2020/4 出版  

体のかたさも痛みも解決する！ 

関節可動域を広げる本 

原 秀文/著   青春出版社    2020/6 出版 

 

ＴＨＥ ＡＵＲＡ(ザオーラ） 西村 麻里/著  ＷＡＶＥ出版   2020/3 出版 

花を楽しむ野菜図鑑 岩槻 秀明/著  いかだ社     2020/5 出版 

 

☆ あたらしくはいった こどもの本 

あかちゃんとわらべうたで 

あそびましょ！ 

さいとう しのぶ/構成・絵 のら書店  2020/4 出版 

 

図書館が開いている間は、ご面倒ですが 

カウンターで返却いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。 
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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： http://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） 
 

青少年センター施設利用拡大について 
 

 青少年センターは、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） 

の利用を再開していますが、諸状況を踏まえさらなる利用再開を行います。 

ただし「遵守事項」を守り、感染対策を十分行ってのご利用をお願いします。 
 

7/1（水）から部屋の定員を通常の定員のおおむね「1／2以内」に緩和します 

第 1集会室…25 人、第 2集会室…19 人、和室…15 人、ホール…75 人、 

料理実習室…11 人、編集室…2 人、第 1音楽室…5 人、第 2音楽室…5 人。 
 

 

7/1（水）から 2階ロビーの使用を再開します 

当面は、青少年・学生の自学・自習スペースとして開放します。 

○各部屋を利用の団体の、打ち合わせや待機場所としての利用はお断りします。 

○利用者間の距離をとるため、原則 1机に 1席の配置とします。 

○青少年・学生の利用優先とします。 

○単独での、自習、読書等の利用限定です。複数で来られても、離れて単独で利用し 

 ていただきます。向かい合っての利用は不可、会話は避けてください。   
 

8/1（土）から第 1 音楽室・第 2 音楽室の利用を再開します  

【青少年団体】8月分は、6/20（土）以降に、6週先の予約が窓口（午前 9:30～）、 

インターネット（午後 1:00～）でできます。それ以降は 2か月前の 1日～ 

10日の間に抽選予約、抽選予約後は 6週先の予約が窓口（午前 9:30～）、 

インターネット（午後 1:00～）でできます。 

【青少年団体以外の市内団体】7/4（土）以降に、4週先の予約が窓口（午前 9:30～）、 

インターネット（午後 1:00～）でできます。 
 

8/1（土）から編集室の利用を再開します 

  8月分は、6/20（土）以降に、6週先の予約が窓口（午前 9:30～）、インターネット 

（午後 1:00～）でできます。それ以降は 2か月前の 1日～10日の間に抽選予約、抽選 

予約後は 6週先の予約が窓口（午前 9:30～）、インターネット（午後 1:00～）でできます。 
 

9/1（火）から料理実習室の調理利用を再開します 

9月分は、7/1（水）～10（金）の間に抽選予約ができます。抽選予約後は 6週先の予 

  約が窓口（午前 9:30～）、インターネット（午後 1:00～）でできます。 
 

10/1（木）からホールのイベント使用利用を再開します  

10月分予約は、7/1（水）～10（金）の間に窓口で予約ができます。 

 

※営利・政治・宗教団体の予約可能日は、いずれの部屋も 4週先までです。 

 

 

 
 

 

 

 


