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２０２１年 枚方公園青少年センターだより No.２５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりで悩まず相談を 枚方公園青少年センター「青少年相談」 
 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活不安や過度なストレスにより、今までには 

なかった悩みや不安を感じている人も多いのではないでしょうか。学校や進学、友達のこと…バイトや 

家族のこと。ひとりで考え込んでいませんか？青少年相談にお越しください。みなさんの悩みに寄り 

添い、相談員が一緒に考えていきます。相談日は P.2をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

私たちが相談に応じます  ※相談員が変更になる場合もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

第 1月曜日 

福田 やとみ 
 

 

臨床心理士として、 

児童･思春期の心の 

相談、青年期には働くための心の

相談等をしてきました。 

 

 

 

 

 

 

第 3月曜日 

森本 昇 
 

 

ケースワーカー・ 

児童福祉司として、 

不登校やひきこもりの青少年相談 

をしてきました。訪問型の青少年 

相談室を主宰しています。 

 

 

祝 日 

宮原 輝彦 
 

 

大阪府でケースワ 

ーカーとして、約 20 

年間、青少年相談や児童相談をし 

てきました。ひきこもりの支援に 

も関わっています。 

 

図書館分室をお借りして 

青少年相談をしています。 

本に囲まれたリラックスして 

もらえる空間です。 

森本相談員 
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３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） 
 

4月より青少年相談の時間が一部変更になります 

第 3月曜日の相談時間の一部が変更になります。夕方から相談ができる窓口としてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

2020青年祭の開催は見送りになりました 

   毎年 3月に行なっていた青年祭は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催を見送ることに 

なりました。出演することを楽しみにしていた学生のみなさん、観覧を心待ちにしていたみなさん、 

残念ですがご理解ください。また、次年度の開催ができることを強く願っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 
第 1月曜日 第 3月曜日 

3月 1日（月） 3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 

相談員 福田相談員が担当 森本相談員が担当 

 2021年 3月まで 

①  午後 3時～午後 3時 50分 

②  午後 4時～午後 4時 50分 

③  午後 5時～午後 5時 50分 

④  午後 6時～午後 6時 50分 

 2021年 4月から 

①  午後 4時～午後 4時 50分 

②  午後 5時～午後 5時 50分 

③  午後 6時～午後 6時 50分 

④  午後 7時～午後 7時 50分 

 

みんなで歌うとたのしいよ 
 

～枚方市少年少女合唱団 新入団員募集～ 
  

現在、40名の団員が、楽しく合唱とミュージカル 

を練習しています。歌うことが好きな人、新しいこ 

とに挑戦してみたい人は、一 

緒に活動しましょう。学校以 

外の友達ができますよ。 

 

 

土曜日 午後 2 時～午後 4 時 

 

日曜日 午前 9 時 30 分～ 

午前 11 時 30 分 

 

 

保護者会費 

年間 約 12,000 円程度 
 

※その他に発表会用の楽譜 

購入など自己負担あり 

 

定期発表会 

クリスマスコンサート 

※その他に市役所関係の 

イベントなどに出演 

入団テスト（簡単な発声テスト） 

3 月20 日（土）午後 4 時 30 分開始 

・新小学 3年生～新高校 3年生 

・音楽の教科書と筆記用具を持参 

・入団テストは無料 

入団テストの申込みは、 

3/1～3/18の午前 10 時～午後 5 時に 

窓口と電話で受付けします。 

けします。 
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枚方市立図書館  枚方公園分室ニュース 2021. 3 
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&Fax０７２－８４４－７７７３ 

 

新型コロナウイルスの感染状況次第では、 

行事の中止や図書館サービスを縮小することがあります。 

詳しくは、職員にお尋ねいただくかホームページ等をご確認ください。 

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

成人読書会 ３月１９日（金） １０：３０～ （毎月第３金曜日） 

    課題本 『太陽ときみの声』 川端 裕人/作 朝日学生新聞社 

      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。カウンターでお尋ねください。 

 

えほんの会 毎月第２木曜日         おはなし会  

3 月 11 日（木）10:30～           毎週 木曜日 10:30～ 

えほんの読み聞かせや手遊び、            だれでも自由に参加できます。 

楽しい工作もします。                ※第 2木曜日は「えほんの会」です。 

 

『おはなしふうせん』のおはなし会 3 月 13 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小説 

『お探し物は図書室まで』 青山 美智子/著  ポプラ社   2020/11出版 

『銀獣の集い』 廣嶋 玲子/著   東京創元社 2021/1出版 

『ＪＲ上野駅公園口』 柳  美里/著   河出書房新社 2014/3出版 

 

あたらしくはいった こどもむけ ちしきのほん 

『くるまはこびます』 小風 さち/ぶん  福音館書店   2020/11出版 

『のびるじどうしゃ』 平山 暉彦/さく   福音館書店  2020/11出版 
 

【お知らせ】 

３月２０日（土）は、祝日のためお休みです。 
 

 

https://www.fumira.jp/cut/haru/file48.htm
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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） 
 

3月 1日から施設利用を再開します 
 

  大阪府の緊急事態宣言解除をうけ、青少年センターは 3月 1日から、各部屋および 2階ロビーの利 

用を再開します。感染拡大防止のため、3密（密集・密閉・密接）を避け、以下の「施設使用時の遵守事項」を 

守っての利用をお願いします。 
 
■施設使用時の遵守事項 ※使用前後にチェックシートで確認し、責任者の署名をいただきます。 

 □利用者の中に、発熱、せき、下痢などの体調不良者がいない。 
  

□利用前後に石鹸による手洗いをする。   

□利用者同士が直接接触する行動をしない。   

□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下さい。音楽室、編集室、ホールは設置してある扇風機も活用し 

     て下さい。できれば常時換気が望ましいですが、最低 30分に 1回は換気をお願いします。   

□利用者はマスクを着用する。 

    ●マスクをしたままの活動が困難で、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、飛沫拡散等に注意して下さい。 
 

 □歌唱する活動、大声を発する活動の場合、部屋の定員のおおむね 2分の 1以内で利用する。 

  【歌唱する活動、大声を発する活動とは】 

   ○合唱、ボーカルをともなうバンド、その他歌唱をともなう活動、詩吟など。 

    ○演劇、人形劇その他のセリフや発声をともなう活動で大声を発する場合はこの 1／2適用の 

対象となります。 

  上記以外は、本来の定員での利用が可能です。 
 

■センターの備品は、原則として貸出をいたしません。 

使用者で、使用後に消毒作業（消毒液での拭取り）を行う場合のみ貸出します。消毒液はセン 

ターで用意します。 
 

■予約のキャンセルと使用料について 

感染への不安を考慮し、3月 1日～3月 31日分の予約については、「新型コロナ」を理由とした 

キャンセルであれば、使用日の 1週間前より後のキャンセルであっても使用料は不要です。支払い 

済なら還付します。「新型コロナ」を理由のキャンセルは電話でもお受けします。 
 

■2階ロビーの使用について 

 ●長時間の利用、座席を移動させての利用はひかえてください。   

●どなたでも利用できるスペースですが、引き続き、青少年・学生の自学・自習優先スペースとし 

ます。混雑時のご配慮をお願いします。 
 

●囲碁・将棋用具など、備品の貸出はできません。 
 

■館内での飲食はできるだけ避けてください。飲食する場合も、できるだけ短時間とし、対面を避け、 

会話を控えてください。また、飲食時以外はマスクを着用してください。 
 

■ホールでのイベントについて 

 ●主催者は十分な感染対策を行って下さい。そして参加者・来場者を、大阪コロナ追跡システムに 

登録していただく、または名簿を作成する、等により把握できるようにして下さい。   

●感染対策の内容、集客数、演者と観客の距離などについては、個別の打ち合わせで相談させてい 

 ただきます。    

 

 


