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第 1・第 2音楽室、および編集室の利用を 8月 1日から再開します。 

感染対策として、定員は通常のおおむね半数（各音楽室は 5人、編集室は 2人）となっています。 

いずれも密閉度が高いので、使用時は必ず 30分に 1回・5分以上のドアを開けての換気をお願いします。 

その際は、空気循環のため、部屋に設置の扇風機をドア側に向けて作動させてください。 
 

◎料理実習室の調理利用を 9 月 1 日（火）から再開 
利用人数は、おおむね 11人以内で、感染対策に充分注意した上でのご利用をお願いします。 
 
 

 

青少年センター利用時の遵守事項 
（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 1メートル以上確保するなど、飛沫拡散等に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

枚方公園青少年センターだより No.２４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

 

音楽室・編集室の利用を再開 8月 1 日（土）から 
 

 

 

 

 

 

 

 

第1音楽室 第 2音楽室 編集室 

 

大阪コロナ追跡システムを導入しています 来館時にご活用ください。 
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8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） 

 
 

 

 

青少年センターは、以下のような感染対策を行っていますが、来館される方も、手洗いやマスク着用、

3密の回避などに十分注意してください。 

●午前 10時、午後 2時、午後 7時に、センター使用時の 6項目の遵守事項を、館内放送で周知します。 

●窓口周辺（カウンター、イス、ビニール）…開館前、午前 10 時、午後 2 時、午後 7 時、及び昼間随時

に消毒液でふきとります。 

●ロビーの机とイス、エレベーター内外の操作ボタン類、階段と 2・3 階フロアの手すり…開館前と昼間

随時に消毒液でふきとります。 

●トイレ…開館前に床面を水で流し、ドアノブとレバーは、開館前と昼間随時に、消毒液でふきとります。 

●各部屋…団体の使用終了ごとに、ドアノブ、室内のエアコン等の操作ボタン類、机・イスが固定設置の

第 1集会室と料理実習室の机・イス等を消毒液でふきとります。使用備品、第 2集会室や和室の、動かし

て使用する机・イス類などの消毒は利用団体にお願いしています。 

●各部屋の使用団体には、使用前後に遵守事項のチェックを行っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 
第 1月曜日 第 3月曜日 

8 月 3 日（月） 8 月１7 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 

青少年センターの感染対策について 

令和 2年 7月 5日撮影 

← 2階ロビーの利用再開にあたって 
青少年・学生の自学・自習スペースとして 7月 1日から

再開しました。感染対策のため、座席数は従来のおおむ

ね 2分の 1で、向かい合っての利用を避け、一方向に座

るようにしています。7 月中はテスト期間とあいまっ

て、多くの学生の方が勉強されていました。(左写真) 

きれいになりました 
2 階ロビー窓側のじゅうたんコーナー  → 

じゅうたんコーナーの床が、きれいな緑色に生まれ変わ

りました。近く壁の張り替えも行う予定です。(右写真) 
令和 2年 7月 28日撮影 

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 2020.8  
◆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 

 夏本番の暑さになりました。涼しい図書館で最高の読書体験はいかがですか。 

成人読書会  ８月 21 日（金） １０：３０～ （毎月第３金曜日） 

 課題本「すかたん」 朝井まかて/著 講談社 

 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  

８月 13 日（木）１０：３０～ 毎週 木曜日 10：３０～  

就園前の子どもたちと                 誰でも自由に参加できます                         

お父さんお母さんのためのおはなし会です。        

     ※えほんの会・おはなし会 は新型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  

8 月の『おはなしふうせん』のおはなし会は中止です。 

 

●成人向け新着本● 

夏の迷い子 泉 麻人/著 中央公論新社 2020/06 

難事件カフェ 似鳥 鶏/著 光文社    2020/04 

ユイミコの和スイーツ ユイミコ/著 世界文化社  2020/06 

1日 1回！ 

目がどんどんよくなるアイダンス 

磯﨑 文雄/著 青春出版社  2020/07 

 

○あたらしくはいった こどもの本〇 

きつねのしっぽ おくはら ゆめ/作 小峰書店   2020/06 

 

 

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） 
 

 

◎トイレのドアノブ、水栓レバー、床面の消毒が不十分ではないでしょうか。 
新型コロナウイルスが多く検出されているのがトイレ、との情報があります。 

2階女子トイレの臭い対策として、床面を定期的に水洗いしてはどうでしょうか。 

【センターから回答】ご意見ありがとうございます。 

トイレは毎朝、床面を水洗いしています。 

ドアノブ、水栓レバーは、早朝と昼間に消毒液で、ふき取りを行っています。 

トイレは、市の施設の保全計画で、近く改修工事が行われる見込みで、その際、臭いの原因であ

るトイレ床下の排水設備についても対応の予定です。 

なお、感染対策については、センターとしても引き続き消毒作業等を行いますが、利用される皆

様も手洗いなどの徹底をお願いします。 

 

                     ～ あなたの声・サークルの声を聞かせてください ～  

8 月に施設を利用される団体さんに対して、重点的にアンケートを実施しますので、ご協力よろ

しくお願いします。 

お気づきの点、ご要望など、なんでもご記入ください。 

なお、ロビーを利用している方も、アンケート用紙をセンター入り口の机の上に置いてあります 

ので遠慮なく、ご記入ください。 

また投稿も募集しております。Ｅメール（※アドレスは下記）で。お手紙でもＯＫ。日頃思っている 

ことを書いてください。、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。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

恒例の 1Dayフェスティバルについてですが、例年通りの 11月開催は困難と考えております。 

  今後のことについては、新型コロナウイルスの感染状況を見て検討をしていくことになります。 

  出演していただいている団体や協力していただいているみなさん、今しばらくお待ちください。 
  
 

利用者アンケートでのご意見（抜粋） 

8月は「利用者アンケート」集中月間 

1Dayフェスティバルについて 

 
 つぶやき ～子ども達の元気な姿が待ち遠しい～ 

 「新型コロナ」感染が第 2 波の様相となり、収束が見えません。子ども達が主役のセンター

の事業である、少年少女合唱団と子ども囲碁教室の活動が止まってもう 5か月、想像もしていな

かった状況です。センターでいきいきと活動する姿が見られず本当に残念ですが、ここは安全と

健康が第一。必ず状況は変わる、と信じて今を乗り切りましょう。 

「コロナ」がひどくなるほど世の中がギスギスしがちのようですが、こんな時こそ、文化・芸

術やスポーツで育んだ豊かで優しい気持ち、がんばる気持ちを大切にしてください。 

必ずセンターでまた、元気な笑顔で会いましょう。            （所長 ＲＵＮ） 
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