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枚方公園青少年センターだより No.２５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

待ちに待った新設の枚方市総合文化芸術センター

にて、9 月 26 日（日曜日）に枚方市少年少女合唱団

の定期発表会が行われました。団員は小学 3 年生か

ら高校 3年生の 34名が出演。 

今年は、ミュージカル『ベルサイユ愛と革命と』

を上演しました。 

コロナ禍で練習をスタートしたのは 6 月。歌に演

技やダンスと一生懸命に練習を重ねました。会場で

は感染対策を徹底し、客席を半分にして、約 600 人

の来場者があり、みなさんから多くの拍手をもらい、

すばらしい発表会となりました。 

マスクをして、お互いの間隔を取りながら 

演技をする団員 
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1ページから続く 

枚方市少年少女合唱団新入団員募集 

10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） 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象：平成 15 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日生まれの方 

・申込期間：10 月 1 日（金）～ 21 日（木）の午前 10 時～午後 5 時の間 

・申込方法：青少年センターへ電話または、ファクス（氏名・学校名・学年・電話番号を明記）で 

・保護者会費等：年間 6,000 円程度(楽譜代など別途必要) 

・入団試験：発声テストは、10 月 23 日（土）午後 4 時 15 分から行います。 

・合唱団の練習は基本毎週 1 回です。土曜日午後 2 時～4 時または、日曜日午前 9 時 30 分～11 時 30 分にあり

ます。 

日程 
第 1月曜日 第 3月曜日 

10月 4日（月） 10月１8日（月） 

時
間
区
分 

①  午後5時～午後5時50分 午後4 時～午後4 時50 分 

②  午後6時～午後6時50分 午後5 時～午後5 時50 分 

③  午後7時～午後7時50分 午後6 時～午後6 時50 分 

④   午後7 時～午後7 時50 分 

相談員 福田相談員が担当 森本相談員が担当 

アンケート用紙に多くの方から感想をいただきました。ほぼ 

すべての皆さんが、演技する子どもたちのマスク姿を観て、 

今回の発表会が如何に困難の中で、開催までこぎ着けたのか 

ご理解されているようでした。 

また、最後のシーンで涙する人も多くおられたようで、出演 

した子どもたちも観客も一生忘れることのできない、心に残 

る発表会になりました。 

な発 

表会になったものと考えます。 

園に 

今回の発表会を最後に卒団される団員のメンバー 

 

発表会を終えて、笑顔の団員 
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枚方市立図書館  枚方公園分室ニュース 2021.10 
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 

      

●図書館ではコロナウイルス感染拡大防止対策として、 

本の消毒、図書館内の換気、職員のマスク着用など行っています。 

  ●来館される方のマスク着用・手指の消毒等、ご協力お願いします。  

 

 

成人読書会 10月 15日（金） １０：３０～（毎月第３金曜日）          

     課題本 『廉太郎ノオト』 谷津 矢車/著 中央公論新社 

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  

10月 14日（木）１０：３０～         毎週 木曜日 １０：３０～ 

えほんの読み聞かせや手遊び、            どなた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 10 月 9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。 

  

秋の図書館まつり 

  ○リアルミッケ ひこぼしくんをさがせ！  

10月 27日（水）～10月 31日（日）開室時間内             

正解者にはプレゼントがあります。 

  ○おはなし会スペシャル  10月 30日（土）14：00～ 

     大きな絵本をよみます。 

  

 

新しく入った大人向けの小説 

『星落ちて、なお』 澤田 瞳子/著 文藝春秋 2021/5 出版 

『白光』 朝井 まかて/著 文藝春秋 2021/7 出版 

『あきない世傳金と銀 １１』 髙田 郁/著 角川春樹事務所 2021/8 出版 

 

新しく入ったえほん  

『ぼくのがっこう』 鈴木 のりたけ/作・絵   ＰＨＰ研究所 2021/5 出版 

『デリバリーぶた』 加藤 休ミ/作 偕成社 2021/6 出版 

『真夜中のちいさなようせい』 シン ソンミ/絵と文  ポプラ社 2021/6 出版 
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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） 
 

 
10月1日（金）から10月31日（日）までは 

◆開館時間は午前9時から午後9時まで（通常の利用時間帯に戻ります） 

◆部屋の利用人数は定員以内（ただし、歌唱する活動、大声を発する活動の場合は、定員のおおむね 

2分の1以内）となります。 

◆10月31日まで、「新型コロナウイルス」を理由としたキャンセルであれば使用料は全額還付します。 

※感染拡大防止のため、3蜜（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。 

 □利用者はマスクを着用する。 

 □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以内での利用となります。 

■予約のキャンセルと使用料について（10月 31日までの取り扱い） 

 10 月 31 日までは、施設利用に不安を感じるなど、「新型コロナウイルス」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。「新型コロナウイルス」を理由のキャンセルは電話でもお受けします。 
 

■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）を行なう場合のみ貸出します。消毒液はセンタ

ーで用意します。 
 

■印刷室の利用について 

 印刷室のご利用にあたっては、密状態を避けるため、一度に 2名様までの入室とさせていただきます。 

 できるだけ、短時間での使用としてください。 
 

■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控えてください。 

 ●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、備品の貸出しはできません。 
 

■館内での飲食について 

 ロビー及び各諸室での食事については控えること。やむをえず食事をする場合は短時間とし、 

対面を避け、会話を控えた上で、マスク会食を徹底すること。 
 

■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なってください。そして参加者・来場者について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ください。 

 ●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。 
 

■青少年相談について 

 ●青少年相談、10月 4日（月）と 10月 18日（月）は実施します。 
 

 
 

緊急事態宣言解除に伴う施設利用について （10月1日以降の対応） 


