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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。

春、バンビオで新しい自分を
発見してみませんか？
この時期、生活環境が変わる方も多いのではないでしょうか？ 何か新しいことを始めるにも絶好のチャンス！
今まで経験がないことに挑戦してみれば、新しい喜びや、今までとはひと味違った充実感が得られるはず！

今までは…
いつも仕事熱心。オフに自分の趣味をもったり、
何かを習う余裕は全くありませんでした。

さて、どうしよう？
定年になって一気に自由な
時間が増えました！今まで
に経験がない新しいことを
やってみようと思案中…

見つけました！
〜新たな活動には、こんな魅力がありました〜
・知らないことについて、一から習って覚えていく新鮮さ
・先生に教えてもらって、上達していく面白さ
・目標（発表会など）に向けて、努力を重ねていく充実感

バンビオには、新しくはじめる「きっかけ」情報がいっぱい！
１階市民交流フロアには、様々なジャンルのサークル活動のチラシなどを設置しています。お気軽にお越しください！
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生涯学習 熱中 人

〜生涯学習活動に
踏み出せないあなたへ〜

■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。

「自分のための時間、それがなにより嬉しいんです！」
熱中人ファイル vol.3
名 前：中村 育子（なかむら いくこ）さん 年齢：64 歳
所 属：京都向日美術学院

初心者、経験者を問わず子どもから大人まで学べる絵画教室。
先生の指導の下、月に１点のペースで作品を仕上げていく。
活動歴：１年

1 これからは自分のために
仕事と家事との両立で忙しい毎日を送っていた私。実は、絵画
をはじめてみたいという思いがずっとあったんです。でも、時間
的にそんな余裕はなくて、したくてもできなかったんですよ。
それだけに、定年を迎えて、自由な時間をもてるようになった
時は嬉しかったですね。ようやく絵画をはじめられるって！「こ
れからは自分のために時間を使わなきゃ」って思ったんです。

2 「とりあえず」からのスタート
絵画をはじめようと思ったのはいいのですが、何か
らはじめていいのかまったくわかりませんでした。新し
いところに一人飛び込んでいくのは勇気がいりますし、
不安でいっぱいで…。
そこで、とりあえずいろんな展覧会を見に行ってみ
ようと思い、公サ連（※１）のおまつりに行ったんです。
行って良かったですね！作品の内容とかメンバーの方
の雰囲気がすごくよくわかって。今、教えていただい
ている先生ともそこで出会ったんですよ♪一人ひとり
の個性を大切にする教え方や温かい人柄が好きになっ
て、この先生の下でずっと学べたらいいなって。
そのときにはもう不安はなくなっていて、迷うことな
く教室に入ることに決めちゃいました♪
※１ 公民館サークル連絡協議会

3 自分の世界が

広がりました！

絵画の教室に通うようになったことで、毎日がす
ごく楽しいんです。時間を自分のために使えてい
るっていうことが嬉しくて。
教室では展覧会もあり、期日までに自分の作品を
しっかりと仕上げなければいけないというプレッ
シャーもいい刺激になっています。
新しい発見もあったんですよ。自分以外の人の制
作過程や作品に興味を持つようになったんです。も
し一人で絵を描いていただけだったら、そんなこと
はなかったと思います。
絵画をはじめてから、自分の世界がものすごく広
がっていくのを感じるんです。
人生はやっぱり楽しまなくちゃいけないですね♪

「とりあえず何かしてみる」…できることからはじめてみることが、
＜センタースタッフより＞ 「とりあえず外に出てみる」

生涯学習活動につながっていくんですね。皆さんもまずはできることから生涯学習をスタートしてみませんか？

生涯学習活動への第一歩を応援！

体験会

〜ゼロからはじめる絵画教室・京都向日美術学院の先生と一緒に〜
何かはじめたいけれどなかなか機会がない、ひとり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？
たまお
絵画の経験がなくても大丈夫です！講師の中西玉蘊先生が優しく丁寧に教えます！
日
時：4 月 27 日（土）13 時〜 16 時 中央生涯学習センター 6 階 創作室１
持 ち 物：鉛筆、消しゴム、色がつけられるもの（色鉛筆、絵具セットなど）
募集人数：20 名 参加費：無料 ※応募者多数の場合は抽選
募集期間：3 月 15 日（金）〜 4 月 24 日（水）
申込方法：下記まで TEL・FAX、または直接ご来館してお申込みください。

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

【ビー！】

〜リンパウォーキングで一歩〜
■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。

「勇気を出して参加してよかったです！」
ア
ビフォ
体験

去年、下の子が小学校に上がって自分の時間が少しでき、運動不足を解消した

くて気まぐれにウォーキングをするようになりました。 せっかくの機会、正しい姿勢・
歩き方を身につけてウォーキングをしたい！ というのが今回参加した一番の理由
です。いつも自己流のウォーキングなので、ちゃんとできるか心配です…

体験者
★リンパウォーキングとは…リンパケアとストレッチを行い、身体をゆるめた後、正しい姿勢で歩くことにより
身体の内側から美しく健康に導く健康法。

みわこさん

さぁ、リンパウォーキングを体験してみましょう！

ひじを真後ろに
引くのがポイント！

①入念にストレッチを行い
身体をほぐします♪

ー
アフタ
体験

②音楽に合わせて、
リンパストレッチ♪

③最後は、みんなでウォーキング！
最初に先生のお手本を見ながらしっかり
リンパストレッチを行ったので、身体がポカポカに！リンパの大切さを身体で実感

したので、マッサージが日課になりました♪
正しい姿勢でのウォーキングを教わったことで、普段の姿勢も気をつけるようになりま
した。ウォーキングも早速実践していますが、まだまだ意識しないと難しいです…。徐々に
身につけていきたいです！

次は、あなたが「一歩」踏み出してみませんか？
次号では絵画教室を初めて体験された方の様子をお伝えします。
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■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。

！

「どこでも、驚きと喜びをプレゼント♪」
マジック・バンビオさん
長岡京市内の自治会館、市外の福祉施設・病院・幼稚園、さらに
はお祭りや地蔵盆まで！場
所を選ばず様々な年代の方
に、ボランティアで マジッ
ク を披露されています。
バンビオでの様子。先生のマジッ
クを見る目は真剣そのもの！本番
に向けて練習を重ねます。

場所や参加される方に合わせて、多彩なマジックを披露

〜サークルの方の想い〜

「驚きと喜びを皆さんにプレゼントできるのが、活動の支えに
なっています。参加された方の笑顔・拍手を支えに、そのために
メンバー一同、切磋琢磨しながら練習に励んでいます。ご希望
があれば、
どこでもおうかがいしますよ♪」

主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

3月22日
（金）
〜3月24日
（日）
連日10:00〜17:00

13:10〜15:50

10:00〜13:00

11日・18日・25日

13:30〜15:00
（予定）

問合

第6回
バンビオ展示ウィーク
（春期）

受付 3/15（金）11:00〜4/5（金）正午
定員 12名（応募者多数の場合は抽選）
料金 600円 問合 団体交流室
詳細はチラシ・HPをご覧ください

わくわく講座

パソコン分解実習講座
〜仕組みを学びハードディスクを取り出す〜

受付 3/19（火）10:30より
定員 20名（先着順）
料金 2,000円（材料費込）
問合 センター
【託児】
定員 10名（先着順） 料金 500円
対象 1歳〜未就学児
詳細は長岡京市広報3/15号に掲載
チラシ・HPもご覧ください

レリッシュ森かおるさんに学ぶ、筍料理

受付 4/15（月）11:00〜4/25（木）正午
定員 12名（応募者多数の場合は抽選）
料金 1,600円
問合 団体交流室
詳細はチラシ・HPをご覧ください

パソコン教室エクセル初心者編
（3回シリーズ）
〜「表作り」に挑戦〜

3F
メインホール

バンビオ健康のつどい

「懐かしい歌を唄おう・夏
〜オーケストラと一緒に〜（仮）」

センター（中央生涯学習センター）050-7105-8500

【ビー！】

入場無料・入退場自由
どなたでもご覧いただけます
ものづくり 実演会も開催します♪
問合 センター
詳細はチラシ・HPをご覧ください

「たけのこまるごと！」

6F
会議室2

展示

費用・その他

バンビオクッキング

13:15〜15:45

7月11日
（木）

料理

わくわく講座

5月
（土）

子ども

センター利用者による作品展示会

2F
市民ギャラリー

6F
食工房

4月22日
（月）

音楽

タイトル

6F
創作室2

4月20日
（土）

講座

受付 ※６月上旬より受付開始予定
対象 60歳以上（シニア）
の方
定員 100名（先着順） 料金 無料
問合 センター
詳細は長岡京市広報6/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

団体交流室（生涯学習団体交流室） 050-7105-8518

＊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。右のＱＲコードを携帯電話（対象端末のみ）で読み取るか、
下記アドレスにアクセスしてください。

http://www.bambio-ogbc.jp/

催事情報以外にも、広報誌「be→！」のバックナンバーや貸し施設・貸し出し備品情報、スタッフブログも掲載しています。ぜひ一度ご覧ください。

皆さんの声で「be→!」がもっと充実します♪

ご意見ご感想をお寄せ下さい！
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。
メールで下記の連絡先までお待ちしています！

e-mail：be@bambio-ogbc.jp

春風がさわやかな季節、新年度を迎え、新たな人生
のスタートを迎えておられる方も多いのではないで
しょうか。新鮮な気持ちで次なる目標を掲げるのもよい時期かと思います。新たな
活動にチャレンジすることで、今までと違う自分が見つかるかもしれません。生涯
学習は
「いつでも」
はじめることができます。可能性は無限大、
あなたを導くのはあ
なた自身です！春、皆さまが新しい活動をはじめ、発展させていく場として、当セン
ターもお役に立てるよう邁進してまいります。
長岡京市中央生涯学習センター長 田淵良博

編 集 後 記

長岡京市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

Tel 050-7105-8500 Fax 050-7105-8504

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

ＪＲ長岡京駅

天神通

ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/ ＪＲ駅前すぐ
〒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

阪急長岡天神駅

千春会病院●

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

西国街道

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

新西国街道

長岡京市役所
●

交通至便！

神足小学校●
市営駐車場 ●
Ｐ
入口
（有料）

長岡京市立中央生涯学習センター・
市民交流フロア

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ ●阪急長岡天神駅より徒歩15分

