主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

7月

6F
10日
（水）、12日
（金）
創作室2
13:15〜15:45

3F
メインホール

7月11日
（木）
13:30〜15:00

8月4日
（日）
（予定）

6F
創作室2

8月4日
（日）
13:10〜15:50
9月
1日、8日、15日、
22日、29日
（日）

音楽

子ども

料理

タイトル

「小鳥のワイヤーモビール講座」
（2回シリーズ）
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〜」

バンビオライブ缶2013・夏

わくわく講座

「第２回パソコン分解実習教室」
〜仕組みを学ぶ＊分解から組み立てまで〜

10:00〜17:00
（予定）
9月7日
（土）
10:00〜16:00
（予定）

問合

「茶道教室」
（５回シリーズ）

2F
市民ギャラリー

センター利用者による作品展示会

３F
メインホール
ほか

センターで活動中のいろんな
サークルをちょっと体験

受付 6/4（火）10:30〜
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
詳細はチラシ・HPをご覧ください

問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報7/15号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

問合 センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定

バンビオ体験フェスタ
（仮）

団体交流室（生涯学習団体交流室） Tel. 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

夏が近づいてまいりました。夏休みに、地域の集い
や子ども祭りなどの催しを考えておられる方も多いの
ではないでしょうか？当センターは、大人数で多目的に使えるホールも備えており
ます。仕切りパネルや机を用いてブースに分けてフリーマーケット、備え付けの大
型スクリーンや音響設備を用いて映画会や音楽発表会、
その他にもアイデア次
第で使い方は広がります。
ご相談頂ければセンタースタッフもお手伝い致します
ので、是非一度お気軽にお問い合わせ下さい。
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

千春会病院●

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

交通至便！

きっかけ、みつかる、バンビオで

夏号

バンビオ

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）
2013年6月 Vol.13
（3月、
6月、
9月、
12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。

バンビオのこんな使い方
？
！
意外

バンビオには、会議や体操・音楽などに使える大小様々な部屋があります。
それに加えて、センターの備品を活用すれば手軽に多様な目的で使うことが
できます。たとえば、こんな利用もOK！

子ども会で親子料理教室をしたいんだけど…
それなら、食工房がオススメです。ガス
コンロ・オーブンにグリルも付いた
調理台が全部で７台！調理器具はも
ちろん、食器も各種そろっているの
で、一度に大人数分の調理をするの
に最適ですよ♪

次の試合に向けて、サークルのミーティングを開きたい！
スクリーン

プロジェクター

ほとんどの部屋がホワイトボード備え
付けとなっています。人数に合わせて
部屋を選んでください！プロジェクター
やスクリーンも貸出していますので、
映像を見ながら確認もできますよ！

着付けを教えられる、いい部屋はないかしら？
それでしたら、和室はいかがでしょう
か？８畳２室の落ち着いた空間は、着付
けをはじめ文化・作法の教室に最適で
す。
全身が映せる三面鏡や着物を掛け
いこう
る衣桁も貸出しています！

三面鏡
いこう

衣桁

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

西国街道

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

阪急長岡天神駅

新西国街道

長岡京市役所
●

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

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

【ビー！】

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
詳細はチラシ・HPでご案内予定

第７回バンビオ展示ウィーク

センター（中央生涯学習センター）Tel. 050-7105-8500

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

受付 7/1（月）11:00〜
定員 12名（先着順）
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報7/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

定員 10名（先着順）
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報8/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

13:30〜16:00
9月6日
（金）〜８(日）

【ビー！】

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
出演団体・タイムスケジュールなどの詳細は
チラシ・HPをご覧ください

センター利用者が創る
恒例ライブイベント

わくわく講座

6F
和室

展示

費用・その他

わくわく講座

3F
メインホール

13:00〜17:00

講座

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

使いたい内容が決まれば、まずはバンビオへ！
貸出し備品には有料のものもあります。詳細についてはスタッフまでお尋ねください。また、貸出し備品一覧については
ホームページ（http://www.bambio-ogbc.jp/）にも記載していますのでご覧ください。

【ビー！】

しょう

がい

がく

しゅう

ねっ

ちゅう

びと

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。

【ビー！】

〜絵画教室の体験で一歩〜
■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。

「社会人でも学ぶチャンスはありました！」

「まずは自分で飛び込んでみることから！」

ア
ビフォ
体験 学生の頃から絵を描くことは好きでしたが、社会人になってからはずっと誰かに教えて

熱中人ファイル vol.4
名
所

前：なかがわ ともこさん 年齢：43歳
属：健康体操カモミール

もらう機会がありませんでした。いろんなチラシを見ていても平日開催のものが多く、仕

ペア体操やストレッチなど、気持ちよくて元気になる体操。
週１回ペースでバンビオで活動中。
活動歴：３年目

2 飛びこんでみたら好印象
初めて参加した時の第一印象がとてもよかったんです。
激しい動きもなくて、ペアになって押したりストレッチをした
り。整体に近い感じで、でもそんなに力は要らなくて、身体
が温まっていいなって思いました。
子どもの世話などもあって、最初から毎週参加できたわ
けではなかったんですよ。何週か続けて参加できた時に
「あっ。やっぱり身体の調子がすっきりする！」
って思ったんで
す。そこで、今後も続けていく気持ちが固まりました。
いつもの先生が、その日の体調や季節に合わせた体操を
してくださるのも魅力ですね！調子のよくない部分やその要
因がわかるし、日常生活の中で実践できる対処法まで親切
にアドバイスしてくださるんです！

曜日開催だったのでこれはチャンスだ！と思い申し込みました。
絵画を人に教わるのは中学・高校の「美術」以来！その日が来るのを待ち望んでいます。

体験者

さぁ、絵画教室を体験してみましょう！

タクさん

1 自分で動かなきゃ
家事に仕事に毎日とても忙しくしていて、肩こりが結構ひどかったんです
よ。お医者さんやお薬を試すのもいいけど、年齢を重ねるにつれて「これは、
自分で身体を動かさなきゃマズイな」
って危機感が強くなっていったんです。
そんな時、健康体操をしている知り合いの話をたまたま聞いて、これは身
体によさそうだし「自分でもやってみよう！」と思ったんです。
健康体操って何かもわかってなかったし、知り合いもそこには居なかったん
ですけど、近くのバンビオで活動しているサークルがあると知って、
「まずは一
回行ってみよう！」と飛び込んでみました。

事のため参加する機会が無かったんですが、バンビオで be→！ を見て、この体験が土

3 無理なく楽しく、

続けています

まずは自分の身体のためにしていることですけど、
別の楽しみもありますよ。
サークルのメンバーは年齢層も幅広くて、普段の暮
らしもそれぞれ全然違ってて。でも、だからこそ、気楽
にいろんな話ができるんです！皆さん年齢関係なく続
けておられるんだなぁって感心しますし、励みにもなり
ますしね。
続けていくことがプレッシャーにもなってないし、一
人だとつい怠けてしまうし
（笑）決まった時間にここに
来たら目的がある！ っていう、
このペースがちょうどい
いですね。
毎日の生活に無理のない範囲で、楽しく続けられる
ことに出会えたのはよかったなって思っています。

＜センタースタッフより＞ 普段の生活サイクルの中で、無理なく楽しく続けていけることって理想的ですね。
きっと、思いきって飛び込んでみたからこその出会いだったんでしょうね！

生涯学習活動への第一歩を応援！

②参加者同士で意見交換をしながら、真剣に描いていきます。

ー
アフタ
体験

③ここまで、できました！

講師の先生が、熱心に一人ひとりの絵の個性に合わせて適切なアドバイスをしてくれたの
で、予想以上に学ぶことが多かったです！また、他の参加者の方と一緒に描くことは、自己流
で描く時よりも刺激がありました。
きちんと勉強された先生に教えていただくことは大変有意義で、これからの自分の絵が変わ
ることは間違いないなと予感しています！
！

次は、あなたが「一歩」踏み出してみませんか？
次号では健康体操を初めて体験された方の様子をお伝えします。

体験会

〜「健康体操」をカモミールさんと一緒に〜
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？
どなたでも簡単にできる体操です♪
日
時：7月25日（木）15時15分〜16時45分 中央生涯学習センター4階 交流室1
持 ち 物：バスタオル×２枚、フェイスタオル、飲みもの、
（あれば）
ヨガマット
服
装：動きやすい服装・靴下着用
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：6月1日（土）〜 7月20日（土）
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。

①まずは先生がデッサンの基本を
説明してくれます。

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

とび
だせ、バ

ンビ オ

■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。

！

「私たちの踊りで地域の皆さんを元気づけたい！」

舞台がどこでも、元気に全力で踊って会場の空気を明るくします♪

なるこ

長岡京女性の会鳴子おどり部さん
地域のお祭りや京都府内の
健康をテーマとした催し、また
福祉施設への訪問など、様々な
場所で鳴子おどりを披露されて
います。
バンビオでの練習の様子
月に２回、楽しく身体を動かして練習されています。発表の機会に向けて熱が入ります。

〜サークルの方の想い〜

「日頃の練習の成果を見ていただけて、皆さんに元気に
なってもらえるのはとても嬉しいです♪身体を動かす楽しさ
を知ってもらえたらと思います。気軽にバンビオでの練習
も覗いてみて下さいね！」

【ビー！】

しょう

がい

がく

しゅう

ねっ

ちゅう

びと

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。

【ビー！】

〜絵画教室の体験で一歩〜
■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。

「社会人でも学ぶチャンスはありました！」

「まずは自分で飛び込んでみることから！」

ア
ビフォ
体験 学生の頃から絵を描くことは好きでしたが、社会人になってからはずっと誰かに教えて

熱中人ファイル vol.4
名
所

前：なかがわ ともこさん 年齢：43歳
属：健康体操カモミール

もらう機会がありませんでした。いろんなチラシを見ていても平日開催のものが多く、仕

ペア体操やストレッチなど、気持ちよくて元気になる体操。
週１回ペースでバンビオで活動中。
活動歴：３年目

2 飛びこんでみたら好印象
初めて参加した時の第一印象がとてもよかったんです。
激しい動きもなくて、ペアになって押したりストレッチをした
り。整体に近い感じで、でもそんなに力は要らなくて、身体
が温まっていいなって思いました。
子どもの世話などもあって、最初から毎週参加できたわ
けではなかったんですよ。何週か続けて参加できた時に
「あっ。やっぱり身体の調子がすっきりする！」
って思ったんで
す。そこで、今後も続けていく気持ちが固まりました。
いつもの先生が、その日の体調や季節に合わせた体操を
してくださるのも魅力ですね！調子のよくない部分やその要
因がわかるし、日常生活の中で実践できる対処法まで親切
にアドバイスしてくださるんです！

曜日開催だったのでこれはチャンスだ！と思い申し込みました。
絵画を人に教わるのは中学・高校の「美術」以来！その日が来るのを待ち望んでいます。

体験者

さぁ、絵画教室を体験してみましょう！

タクさん

1 自分で動かなきゃ
家事に仕事に毎日とても忙しくしていて、肩こりが結構ひどかったんです
よ。お医者さんやお薬を試すのもいいけど、年齢を重ねるにつれて「これは、
自分で身体を動かさなきゃマズイな」
って危機感が強くなっていったんです。
そんな時、健康体操をしている知り合いの話をたまたま聞いて、これは身
体によさそうだし「自分でもやってみよう！」と思ったんです。
健康体操って何かもわかってなかったし、知り合いもそこには居なかったん
ですけど、近くのバンビオで活動しているサークルがあると知って、
「まずは一
回行ってみよう！」と飛び込んでみました。

事のため参加する機会が無かったんですが、バンビオで be→！ を見て、この体験が土

3 無理なく楽しく、

続けています

まずは自分の身体のためにしていることですけど、
別の楽しみもありますよ。
サークルのメンバーは年齢層も幅広くて、普段の暮
らしもそれぞれ全然違ってて。でも、だからこそ、気楽
にいろんな話ができるんです！皆さん年齢関係なく続
けておられるんだなぁって感心しますし、励みにもなり
ますしね。
続けていくことがプレッシャーにもなってないし、一
人だとつい怠けてしまうし
（笑）決まった時間にここに
来たら目的がある！ っていう、
このペースがちょうどい
いですね。
毎日の生活に無理のない範囲で、楽しく続けられる
ことに出会えたのはよかったなって思っています。

＜センタースタッフより＞ 普段の生活サイクルの中で、無理なく楽しく続けていけることって理想的ですね。
きっと、思いきって飛び込んでみたからこその出会いだったんでしょうね！

生涯学習活動への第一歩を応援！

②参加者同士で意見交換をしながら、真剣に描いていきます。

ー
アフタ
体験

③ここまで、できました！

講師の先生が、熱心に一人ひとりの絵の個性に合わせて適切なアドバイスをしてくれたの
で、予想以上に学ぶことが多かったです！また、他の参加者の方と一緒に描くことは、自己流
で描く時よりも刺激がありました。
きちんと勉強された先生に教えていただくことは大変有意義で、これからの自分の絵が変わ
ることは間違いないなと予感しています！
！

次は、あなたが「一歩」踏み出してみませんか？
次号では健康体操を初めて体験された方の様子をお伝えします。

体験会

〜「健康体操」をカモミールさんと一緒に〜
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？
どなたでも簡単にできる体操です♪
日
時：7月25日（木）15時15分〜16時45分 中央生涯学習センター4階 交流室1
持 ち 物：バスタオル×２枚、フェイスタオル、飲みもの、
（あれば）
ヨガマット
服
装：動きやすい服装・靴下着用
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：6月1日（土）〜 7月20日（土）
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。

①まずは先生がデッサンの基本を
説明してくれます。

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

とび
だせ、バ

ンビ オ

■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。

！

「私たちの踊りで地域の皆さんを元気づけたい！」

舞台がどこでも、元気に全力で踊って会場の空気を明るくします♪

なるこ

長岡京女性の会鳴子おどり部さん
地域のお祭りや京都府内の
健康をテーマとした催し、また
福祉施設への訪問など、様々な
場所で鳴子おどりを披露されて
います。
バンビオでの練習の様子
月に２回、楽しく身体を動かして練習されています。発表の機会に向けて熱が入ります。

〜サークルの方の想い〜

「日頃の練習の成果を見ていただけて、皆さんに元気に
なってもらえるのはとても嬉しいです♪身体を動かす楽しさ
を知ってもらえたらと思います。気軽にバンビオでの練習
も覗いてみて下さいね！」

主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

7月

6F
10日
（水）、12日
（金）
創作室2
13:15〜15:45

3F
メインホール

7月11日
（木）
13:30〜15:00

8月4日
（日）
（予定）

6F
創作室2

8月4日
（日）
13:10〜15:50
9月
1日、8日、15日、
22日、29日
（日）

音楽

子ども

料理

タイトル

「小鳥のワイヤーモビール講座」
（2回シリーズ）
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〜」

バンビオライブ缶2013・夏

わくわく講座

「第２回パソコン分解実習教室」
〜仕組みを学ぶ＊分解から組み立てまで〜

10:00〜17:00
（予定）
9月7日
（土）
10:00〜16:00
（予定）

問合

「茶道教室」
（５回シリーズ）

2F
市民ギャラリー

センター利用者による作品展示会

３F
メインホール
ほか

センターで活動中のいろんな
サークルをちょっと体験

受付 6/4（火）10:30〜
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
詳細はチラシ・HPをご覧ください

問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報7/15号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

問合 センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定

バンビオ体験フェスタ
（仮）

団体交流室（生涯学習団体交流室） Tel. 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

夏が近づいてまいりました。夏休みに、地域の集い
や子ども祭りなどの催しを考えておられる方も多いの
ではないでしょうか？当センターは、大人数で多目的に使えるホールも備えており
ます。仕切りパネルや机を用いてブースに分けてフリーマーケット、備え付けの大
型スクリーンや音響設備を用いて映画会や音楽発表会、
その他にもアイデア次
第で使い方は広がります。
ご相談頂ければセンタースタッフもお手伝い致します
ので、是非一度お気軽にお問い合わせ下さい。
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

千春会病院●

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

交通至便！

きっかけ、みつかる、バンビオで

夏号

バンビオ

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）
2013年6月 Vol.13
（3月、
6月、
9月、
12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。

バンビオのこんな使い方
？
！
意外

バンビオには、会議や体操・音楽などに使える大小様々な部屋があります。
それに加えて、センターの備品を活用すれば手軽に多様な目的で使うことが
できます。たとえば、こんな利用もOK！

子ども会で親子料理教室をしたいんだけど…
それなら、食工房がオススメです。ガス
コンロ・オーブンにグリルも付いた
調理台が全部で７台！調理器具はも
ちろん、食器も各種そろっているの
で、一度に大人数分の調理をするの
に最適ですよ♪

次の試合に向けて、サークルのミーティングを開きたい！
スクリーン

プロジェクター

ほとんどの部屋がホワイトボード備え
付けとなっています。人数に合わせて
部屋を選んでください！プロジェクター
やスクリーンも貸出していますので、
映像を見ながら確認もできますよ！

着付けを教えられる、いい部屋はないかしら？
それでしたら、和室はいかがでしょう
か？８畳２室の落ち着いた空間は、着付
けをはじめ文化・作法の教室に最適で
す。
全身が映せる三面鏡や着物を掛け
いこう
る衣桁も貸出しています！

三面鏡
いこう

衣桁

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

西国街道

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

阪急長岡天神駅

新西国街道

長岡京市役所
●

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

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

【ビー！】

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
詳細はチラシ・HPでご案内予定

第７回バンビオ展示ウィーク

センター（中央生涯学習センター）Tel. 050-7105-8500

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

受付 7/1（月）11:00〜
定員 12名（先着順）
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報7/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

定員 10名（先着順）
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報8/1号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

13:30〜16:00
9月6日
（金）〜８(日）

【ビー！】

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
出演団体・タイムスケジュールなどの詳細は
チラシ・HPをご覧ください

センター利用者が創る
恒例ライブイベント

わくわく講座

6F
和室

展示

費用・その他

わくわく講座

3F
メインホール

13:00〜17:00

講座

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

使いたい内容が決まれば、まずはバンビオへ！
貸出し備品には有料のものもあります。詳細についてはスタッフまでお尋ねください。また、貸出し備品一覧については
ホームページ（http://www.bambio-ogbc.jp/）にも記載していますのでご覧ください。

