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◎「be→！」とは建物の愛称である「bambio」と体験・経験を表す「experience」を意味しています。
　バンビオでの体験が、あらたな発見となり発展していくという願いが込められています。

新しい活動への「きっかけ」がつまった広報誌へ！
新コーナーもはじまり、皆さんの新たな楽しみや生きがい発見をサポートします。　

この秋からバンビオの１階市民交流フロアで、長岡京市立図書館の本の受け取りが
できるようになりました。長岡京市内在住・在勤・在学の方であれば、どなたでもご利用いただけます。

JRで通勤する際に バンビオの利用前後に 買い物のついでに

予約・受取方法

長岡京市立図書館で貸出券発行の
手続きをお済ませください
長岡京市立図書館で貸出券発行の
手続きをお済ませください
（市内在住・在勤・在学の方が対象です）
●長岡京市立図書館●
　長岡京市天神４丁目１－１
　TEL:０７５－９５１－４６４６
　バンビオから徒歩20分弱
　阪急長岡天神駅から徒歩約7分

⇒受取場所を「バンビオ」に指定！
（図書館で既に借りている
本とあわせて最大５冊まで
受け取りできます）

　　　
「バンビオ」に
本が届きました！

図書館からメール配信

バンビオで本の受取！バンビオで本の受取！
貸出券の提示、メール
配信日をお伝えください。
（貸出期間はメール配信日
から２週間です）

ご存じで
すか？

バンビオ

今月からリニューアル！

主催事業インフォメーション
日時（予定） 場所 タイトル 費用・その他

10月
20日・27日（土）
11月
10日・17日（土）
13:10～15:50

11月
23日（金祝）
18:30開場
19:00開演

11月26日（月）
10:00～13:00

12月1日（土）
13:20～15:45

12月2日（日）
11：00～17：30
　　　　 （予定）

6F
会議室2

3F
メインホール

6F
食工房

3F
メインホール

2F
市民ギャラリー
3F
メインホールほか

6F
創作室2

12月9日（日）
時間未定

3F
メインホール

＊その他催事はセンターホームページにて公開しています。
　http://www.bambio-ogbc.jp/

センター（中央生涯学習センター）　050-7105-8500
団体交流室（生涯学習団体交流室）  050-7105-8518

平成25年
1月26日（土）
時間未定

受付　10/1（月）11:00より
　　　10/10（水）正午まで
定員　15名　※応募者多数の場合は抽選
料金　1,500円　問合　団体交流室
チラシ・HPでもご案内しています

受付　10/9（火）10:30より
定員　150名（先着順）
料金　大人500円（ワンドリンク・クッキー付）
　　　小学生以下300円・3歳以下無料
問合　センター
詳細は長岡京市広報10/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

定員　20名　料金　3,000円
※託児あり（1歳以上～未就学児、
　定員10名、料金500円）
　詳細は長岡京市広報11/１号に掲載予定

受付　11/15（木）11:00より
定員　受付順で18名　料金　2,000円
問合　団体交流室
詳細は長岡京市広報11/15号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

問合　センター
詳細は長岡京市広報11/1号に掲載予定
HPでもご案内予定

入場無料・入退場自由
どなたでもご覧いただけます。
問合　センター
タイムスケジュール・出演団体などの詳細は
11月上旬、チラシ・HPでご案内予定

料金　大人500円（ワンドリンク・クッキー付）
　　　小学生以下300円・3歳以下無料
問合　センター
詳細は長岡京市広報12/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

わくわく講座

パソコン教室
～ワード超初心者編～

わくわく講座

押し花でつくるアンティークな
クリスマスキャンドルの壁掛け

ふらっとコンサートvol.4
～秋の音色、

　バリチューバアンサンブル

　　　　　　　とブラスバンド～

バンビオクッキング
おせちアレンジ（仮）

ふらっとコンサートvol.5
～新春男声合唱（仮）～

バンビオライブ缶
                 2012・冬

第2回 おとくに
 　　子どもえんげき祭り

お待たせいたしました！新しくなった広報誌“be→！”
生涯学習の具体的な活動イメージが描ける広報誌を目指し、スタッフ
一同アイデアを出し合いながらつくりました。
be→！が、皆さんの生涯学習の新たなきっかけとなれば幸いです。

中央生涯学習センター・市民交流フロアニュース“be→！”への
ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
今後の誌面作りの参考にさせていただきます。
はがきかFAX・メールで下記の連絡先までお待ちしています！

長岡京市中央生涯学習センター・市民交流フロア

開館時間　8：30～22：00（施設予約受付 9：00～21：30）
休 館 日　12月28日～1月4日
Tel 050-7105-8500 Fax 050-7105-8504
ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/
e-mail：be@bambio-ogbc.jp
〒617-0833　京都府長岡京市神足2丁目3番1号
バンビオ1番館内　長岡京市立総合交流センター

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

ＪＲ駅前すぐ
交通至便！
ＪＲ駅前すぐ
交通至便！

詳しい内容は、センターホームページや
館内配布チラシをご覧ください。

※本の返却も可能です。

よく行くスーパーの
近くで便利ね！

お料理の本を借りて、新しい
メニューに挑戦して
みようかしら。

【ビー！】

　　　   バンビオで、
図書館の本が受け取れます！

駅前にあるので、

仕事の行き帰りに

手軽に本が受け取れる！

気になってる小説を

借りて通勤中に

読んでみよう！

【ビー！】

【ビー！】

講座

子ども

音楽

料理

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

　　　   バンビオで、
図書館の本が受け取れます！

この看板が
目印！

朝8時30
分から夜1

0時まで

サークル活動の帰りに、
本の受け取りができるわ！
子どもが読みたがってる
絵本を借りて帰れるわ♪

パソコン・携帯電話から
図書館ホームページにアクセスし
本の予約手続き

パソコン・携帯電話から
図書館ホームページにアクセスし
本の予約手続き

図書館からメール配信
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長岡京市立中央生涯学習センター・
市民交流フロア

長岡京市立中央生涯学習センター・
市民交流フロア

●長岡京市立図書館

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ　●阪急長岡天神駅より徒歩15分



                         　　　定年になって、もうすぐ毎日が休みになるとわかって
　　　　　　　　　　から本当に怖くなったんだよ。365連休ですよ！
「ずっと家に居てどうしたらいいのか？何をしたらいいのか？」と…。その頃、
昔の同僚とも疎遠になってきて、人生の先細りというか切実な危機感が迫っ
てきた。それで「何かやらなきゃ、日々の時間の使い方を自分で決めなきゃ」
と思って、とにかく探しはじめたんだよ。
　そんな時、友達に“合唱やってみたら”と勧められて、家から通える場所
で活動している合唱団をパソコンで探して申し込んでみたんだよ。

生涯学習 人
しょう　 がい　がく　 しゅう びと

「地域の福祉施設で、ボランティア」：和紙ちぎり絵サークルさん

名　前：島　光男（シマミツオ）さん　　年齢：69歳　
所　属：京都西山コールアカデミー
　　　　様々なジャンルの曲を合唱する混声合唱団。
　　　　団員約 70名。合同練習は週 1回のペース。
活動歴：4年目

次号では「混声合唱」を初めて体験された方の様子をお伝えします。

365連休

ハーモニーをつくりだす

【長岡京市中央生涯学習センター】  TEL：０５０-７１０５-８５００　FAX：０５０-７１０５-８５０４

～混声合唱を京都西山コールアカデミーの皆さんと一緒に～

　　　　子どもが学校の課題で木彫りのトーテムポールを作っているの
を見て、私も一度木彫りをしてみたいなぁ…と思いました。前に彫刻刀を持ったのは
いつだったか忘れてしまうぐらい昔です（笑）　普段、絵を描いたり何かを作ったりは
全くしていません。
　全然知らない分野のことで、バード・カービングのこともよく知らないけれど、
うまくできるかなぁ･･･

　体験前の心配はどこ吹く風。作りはじめたら、自分でも驚くほど
一気に集中していました。時間があっという間に過ぎましたね。
　やわらかい木材だったおかげかな？鳥の羽根の模様を彫るのとか難しかったけど、
とても楽しくできました！嬉しくって、作品を持って帰ってすぐ、家の玄関に飾りまし
たよ。時々眺めては、バード・カービングを体験したことを思い出しています♪

次はあなたが「一歩」踏み出してみませんか？

■バンビオを利用されている皆さんの活動は、バンビオの外へ飛びだして
　地域のいろんな場所で花開いています。

ねっ　ちゅうねっ　ちゅう

   

　続けていくことで、生活のリズムができ
たのはよかった！ 週１回の練習があること
で「この曜日はこれ！」というのができて、
日々の生活にメリハリができたのは大き
いね。
　団員の人たちとの親交も楽しみのひと
つ。参加したことで知り合った人がたくさ
んいるし、新しい人と交わす会話は、これ
まで馴染みがなかった話も多くて新鮮で刺
激があるよ。
　たまたま見つけたのが合唱だったわけだけ
ど、それによって今の自分の生活が満たされ
ているのは、つくづく不思議なもんだねぇ。

　初めて練習に行った日…面食らったね。
楽しく唄うんだろうと予想していたら、ちょうど演奏会
直前の時期でハードな練習だった（苦笑）これはえら
いところへ来たと思ったね。でも、すぐに辞めるのは悔
しいと思って意地で続けたんです。
　上達？いや、未だに譜面も読めないまま（笑）
でもね、自分なりの方法で耳で聴いて練習している
と、「高い音はこうやって出すのか！」とか発見が出てく
るんだね。そして、自分もハーモニーのひとつをつくり
だせる人材でありたい、と思うようになったんだよね。

生活のリズムができた♪

体験会

日　　時：１1月22日（木）１９時～２０時３０分　中央生涯学習センター
募集人数：２０名　参加費：無料　　※応募者多数の場合は抽選となります
募集期間：10月1日（月）～11月8日（木）
申込方法：下記までTEL・FAX、または直接ご来館の上お申込みください。　

生涯学習活動への第一歩を応援！ とび
  だせ、
とび
  だせ、

～バード・カービングサークル
　　　　　　“メジロ”で一歩～

～生涯学習活動に
　　　踏み出せないあなたへ～

■読者の方が、初めての生涯学習活動へ「一歩」踏み出しチャレンジする様子をレポートします。■バンビオで生涯学習活動に「熱中」している「人」にインタビュー。はじめたきっかけから今の気持ちまで、たっぷり語っていただきます。

さぁ、「バード・カービング」を体験してみましょう！
★バード・カービングとは…野鳥の姿を木彫りで表現する、アメリカ生まれのアートです。

＜センタースタッフより＞ インタビューの途中で「もし参加していなかったら、毎日何をしているのか想像するだけで怖い･･･」とおっしゃってた
 のが印象的でした。何歳からでも思い立った時がはじめるタイミングですよね！ ＊サークル体験内容の詳細は、センターホームページ内“スタッフだより”で公開しています。http://bambio-ogbc.jp/staffblog/

①彫刻刀で模様を彫っていきます

②サークルの先生が手伝って
　くれます

③羽根、くちばし…模様を
　塗り分けます ④できあがり！

「作品が仕上がった時の皆
さんの嬉しそうな顔を見る
と、この活動をやっていて
よかったわ～と思います。」

月に一度、地域の福祉施設で入居者の方に向けて、手先のリハビリ・プログラムとして「和紙ちぎり絵」を教えに行っておられます。

バンビオでの活動の様子

入居者の方が作った作品を
福祉施設で展示しています。

四季の花や風物などを題材に、和紙を
手やハサミでちぎって作品をつくります。

【ビー！】 【ビー！】

制作用の道具

～和紙ちぎり絵サークル
　　　　　の方の想い～

何かをはじめたいけどなかなか機会がない、ひとりだけで参加するのはちょっと…
そんなふうに思っている皆さん！バンビオで、気軽に生涯学習を体験してみませんか？
合唱の経験がなくてもOKです！

1

2
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ビフォア
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体験者
フクラさん

   

体験者
フクラさん
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＜センタースタッフより＞ インタビューの途中で「もし参加していなかったら、毎日何をしているのか想像するだけで怖い･･･」とおっしゃってた
 のが印象的でした。何歳からでも思い立った時がはじめるタイミングですよね！ ＊サークル体験内容の詳細は、センターホームページ内“スタッフだより”で公開しています。http://bambio-ogbc.jp/staffblog/

①彫刻刀で模様を彫っていきます

②サークルの先生が手伝って
　くれます

③羽根、くちばし…模様を
　塗り分けます ④できあがり！

「作品が仕上がった時の皆
さんの嬉しそうな顔を見る
と、この活動をやっていて
よかったわ～と思います。」

月に一度、地域の福祉施設で入居者の方に向けて、手先のリハビリ・プログラムとして「和紙ちぎり絵」を教えに行っておられます。

バンビオでの活動の様子

入居者の方が作った作品を
福祉施設で展示しています。

四季の花や風物などを題材に、和紙を
手やハサミでちぎって作品をつくります。

【ビー！】 【ビー！】

制作用の道具

～和紙ちぎり絵サークル
　　　　　の方の想い～

何かをはじめたいけどなかなか機会がない、ひとりだけで参加するのはちょっと…
そんなふうに思っている皆さん！バンビオで、気軽に生涯学習を体験してみませんか？
合唱の経験がなくてもOKです！

1

2
3

ビフォア
体験

アフタ
ー

体験

体験者
フクラさん

   

体験者
フクラさん



こんな方にも便利です♪

問合

長岡京市中央生涯学習センター
市民交流フロア　ニュース

きっかけ、みつかる、バンビオで

今月からリニューアル！

2012年
秋号

発行：長岡京市中央生涯学習センター・市民交流フロア
（指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社）
2012年10月1日Vol.10（4月、7月、10月、1月発行予定）

◎「be→！」とは建物の愛称である「bambio」と体験・経験を表す「experience」を意味しています。
　バンビオでの体験が、あらたな発見となり発展していくという願いが込められています。

新しい活動への「きっかけ」がつまった広報誌へ！
新コーナーもはじまり、皆さんの新たな楽しみや生きがい発見をサポートします。　

この秋からバンビオの１階市民交流フロアで、長岡京市立図書館の本の受け取りが
できるようになりました。長岡京市内在住・在勤・在学の方であれば、どなたでもご利用いただけます。

JRで通勤する際に バンビオの利用前後に 買い物のついでに

予約・受取方法

長岡京市立図書館で貸出券発行の
手続きをお済ませください
長岡京市立図書館で貸出券発行の
手続きをお済ませください
（市内在住・在勤・在学の方が対象です）
●長岡京市立図書館●
　長岡京市天神４丁目１－１
　TEL:０７５－９５１－４６４６
　バンビオから徒歩20分弱
　阪急長岡天神駅から徒歩約7分

⇒受取場所を「バンビオ」に指定！
（図書館で既に借りている
本とあわせて最大５冊まで
受け取りできます）

　　　
「バンビオ」に
本が届きました！

図書館からメール配信

バンビオで本の受取！バンビオで本の受取！
貸出券の提示、メール
配信日をお伝えください。
（貸出期間はメール配信日
から２週間です）

ご存じで
すか？

バンビオ

今月からリニューアル！

主催事業インフォメーション
日時（予定） 場所 タイトル 費用・その他

10月
20日・27日（土）
11月
10日・17日（土）
13:10～15:50

11月
23日（金祝）
18:30開場
19:00開演

11月26日（月）
10:00～13:00

12月1日（土）
13:20～15:45

12月2日（日）
11：00～17：30
　　　　 （予定）

6F
会議室2

3F
メインホール

6F
食工房

3F
メインホール

2F
市民ギャラリー
3F
メインホールほか

6F
創作室2

12月9日（日）
時間未定

3F
メインホール

＊その他催事はセンターホームページにて公開しています。
　http://www.bambio-ogbc.jp/

センター（中央生涯学習センター）　050-7105-8500
団体交流室（生涯学習団体交流室）  050-7105-8518

平成25年
1月26日（土）
時間未定

受付　10/1（月）11:00より
　　　10/10（水）正午まで
定員　15名　※応募者多数の場合は抽選
料金　1,500円　問合　団体交流室
チラシ・HPでもご案内しています

受付　10/9（火）10:30より
定員　150名（先着順）
料金　大人500円（ワンドリンク・クッキー付）
　　　小学生以下300円・3歳以下無料
問合　センター
詳細は長岡京市広報10/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

定員　20名　料金　3,000円
※託児あり（1歳以上～未就学児、
　定員10名、料金500円）
　詳細は長岡京市広報11/１号に掲載予定

受付　11/15（木）11:00より
定員　受付順で18名　料金　2,000円
問合　団体交流室
詳細は長岡京市広報11/15号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

問合　センター
詳細は長岡京市広報11/1号に掲載予定
HPでもご案内予定

入場無料・入退場自由
どなたでもご覧いただけます。
問合　センター
タイムスケジュール・出演団体などの詳細は
11月上旬、チラシ・HPでご案内予定

料金　大人500円（ワンドリンク・クッキー付）
　　　小学生以下300円・3歳以下無料
問合　センター
詳細は長岡京市広報12/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

わくわく講座

パソコン教室
～ワード超初心者編～

わくわく講座

押し花でつくるアンティークな
クリスマスキャンドルの壁掛け

ふらっとコンサートvol.4
～秋の音色、

　バリチューバアンサンブル

　　　　　　　とブラスバンド～

バンビオクッキング
おせちアレンジ（仮）

ふらっとコンサートvol.5
～新春男声合唱（仮）～

バンビオライブ缶
                 2012・冬

第2回 おとくに
 　　子どもえんげき祭り

お待たせいたしました！新しくなった広報誌“be→！”
生涯学習の具体的な活動イメージが描ける広報誌を目指し、スタッフ
一同アイデアを出し合いながらつくりました。
be→！が、皆さんの生涯学習の新たなきっかけとなれば幸いです。

中央生涯学習センター・市民交流フロアニュース“be→！”への
ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
今後の誌面作りの参考にさせていただきます。
はがきかFAX・メールで下記の連絡先までお待ちしています！

長岡京市中央生涯学習センター・市民交流フロア

開館時間　8：30～22：00（施設予約受付 9：00～21：30）
休 館 日　12月28日～1月4日
Tel 050-7105-8500 Fax 050-7105-8504
ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/
e-mail：be@bambio-ogbc.jp
〒617-0833　京都府長岡京市神足2丁目3番1号
バンビオ1番館内　長岡京市立総合交流センター

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

ＪＲ駅前すぐ
交通至便！
ＪＲ駅前すぐ
交通至便！

詳しい内容は、センターホームページや
館内配布チラシをご覧ください。

※本の返却も可能です。

よく行くスーパーの
近くで便利ね！

お料理の本を借りて、新しい
メニューに挑戦して
みようかしら。

【ビー！】

　　　   バンビオで、
図書館の本が受け取れます！

駅前にあるので、

仕事の行き帰りに

手軽に本が受け取れる！

気になってる小説を

借りて通勤中に

読んでみよう！

【ビー！】

【ビー！】

講座

子ども

音楽

料理

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

　　　   バンビオで、
図書館の本が受け取れます！

この看板が
目印！

朝8時30
分から夜1

0時まで

サークル活動の帰りに、
本の受け取りができるわ！
子どもが読みたがってる
絵本を借りて帰れるわ♪

パソコン・携帯電話から
図書館ホームページにアクセスし
本の予約手続き

パソコン・携帯電話から
図書館ホームページにアクセスし
本の予約手続き

図書館からメール配信

長岡京市役所
●

阪急長岡天神駅

天神通

ＪＲ長岡京駅

市営駐車場
入口（有料）

神足小学校●

西
国
街
道

新
西
国
街
道

千
春
会
病
院
●

●Ｐ

長岡京市立中央生涯学習センター・
市民交流フロア

長岡京市立中央生涯学習センター・
市民交流フロア

●長岡京市立図書館

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ　●阪急長岡天神駅より徒歩15分


