主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

3月12日、19日、
２６日 各水曜日
10:00〜11:30

4月4日
（金）〜6(日）
各日10:00〜17:00

14:00〜16:00

6月1日 各日曜日

27日 各日曜日
13:15〜15:45

5月10日
（土）
14:15〜15:45

問合

料理

６F
創作室１

6F
創作室2

6F
創作室2

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でもご案内予定
出展者・出展作品・体験会等の詳細は
チラシ・HPをご覧ください。

第８回
バンビオ展示ウィーク
（春期）
センター利用者の皆さんのグループ展！
出展者による初心者向け体験会も有り

1･２

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

【ビー！】

はじめの一歩体験会

「こども絵画・工作体験会
〜こどもアトリエ教室さんと一緒に〜」

受付 3月8日
（土）午前10:30より
対象 こども
（４才〜中３ぐらいまで）
定員 10名（先着順）
料金 無料（要事前申込） 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定。

長岡京カルチャーカレッジ文学講座

受付 3月9日
（日）午前10:30より
定員 30名（先着順）
料金 2,000円 問合 センター
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

わくわく講座

受付 3月15日
（土）午前11:00より
定員 10名（先着順）
料金 2,500円 問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報 3/15 号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

「源氏物語を読む
紫の上を偲ぶ四季〜中編〜」
「ウッド・アート入門教室」
〜木彫りの小さな壁掛けをつくる〜
（3回シリーズ）

きっかけ、みつかる、バンビオで

◎「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。

バンビオから地域へ、地域からバンビオへ
皆さん、バンビオをご存知ですか？バンビオは、JR長岡京駅前の生涯学習施設です。地域
での催しの準備・練習・本番など様々な活動にご利用いただけます。一回きりの利用も
OK！たとえば、こんな使い方もできます。どうぞお気軽にご利用ください♪

地域

練習

4月15日
（火）午前11:00より
4月30日
（水）正午まで
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報4/15号に掲載予定
チラシ・HPをご覧ください

「初夏のさわやかフラワーアレンジメント」
〜フレッシュな花々を集めて贈りものにも〜

センター（中央生涯学習センター）075-963-5500

団体交流室（生涯学習団体交流室） 075-963-5518

もうすぐ、
ダンスコンテスト。
今から１時間だけ
最後の練習を
バンビオで！

＊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。

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、年度の変わりめを迎え、新しい環境で新たな活
動を始められる方も多い季節かと思います。生涯学
習活動において、当センターは様々な使い方ができます。
１面でご紹介したのは、
ほんの一例です。団体・個人を問わず、地域への社会貢献活動、学校・自治会
関係の集いなどなど…。いま取り組まれている活動で「こんな使い方できます
か？」
といったご質問があれば、気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待
ちしております。
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

ＪＲ長岡京駅

天神通

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

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

千春会病院●

Tel ０７５-９６３-５５００ Fax ０７５-９６３-５５０４

阪急長岡天神駅

西国街道

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

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

〒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

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）
2014年3月 Vol.16
（3月、
6月、
9月、
12月発行予定）

受付

わくわく講座

皆さんの声で「be→!」がもっと充実します♪

春号

【ビー！】

受付 申込受付中
定員 40名（先着順）
料金 1,900円（全3回分）
問合 センター
詳細はチラシ・HPをご覧ください

コスパ長岡京のインストラクターによる
初心者向け運動プログラム

2F
市民ギャラリー

展示

費用・その他

10才若返る!?元気に楽しく
シェイプアップ!!

3F
メインホール

14:00〜15:30
４月13日、20日、

子ども

タイトル

4月13日、27日、
5月11日、25日、

音楽

健康のつどい・朝エクササイズ編

６F
会議室3

4月12日
（土）

講座

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

バンビオ
発表
町内会のお祭りの
打ち合わせは、
大人数が集まれる
バンビオが便利！

いつも自宅で
教えている生け花。
生徒さんたちの
作品発表は
バンビオで！

会議
バンビオなら練習や会議から発表までご利用いただけます！

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ ●阪急長岡天神駅より徒歩15分

詳細については、ホームページも是非ご覧ください！ http://www.bambio-ogbc.jp/

【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。

「子どもたちに教えているうちに、
私も楽しくなってきました！」

〜フラワーアレンジメントの
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。

フラワーアレンジメントの体験会を開催しました♪
今回は、前号２面「生涯学習熱中人」のコーナーで掲載しましたベルフラワー長岡京さんのご協力を得て開催。プリザーブドフラワー

（生花を長く保存できるよう加工したもの）を使用し、初心者向けの作品を作りました。実際に体験してみて、フラワーアレンジ
メントへの興味が増した方、これを機会に何か始めてみたいという方もいらっしゃいました！

熱中人ファイル vol.7
名
所

【ビー！】

＊ベルフラワー長岡京さんは、バンビオで月に４回、毎週金曜日に活動されています。

前：井上さん 年齢： 70年代生まれ
属：こどもアトリエ教室

子どもたちの個性に合わせて、現在５つのクラスを
バンビオで教えておられます。
活動歴：約10年

どこに置くかを
持って帰ってから
ましょう♪
イメージして飾り

介…
当日の様子の一部を紹

1 仕事をはじめてからの転身
ずっと絵は好きだったんですけど、特に仕事にしようとは全然思ってま
せんでした。自分が学んできたことを活かしてみたい！と思ったのは大学を
出てカルチャーセンターで受付の仕事をしていた時です。カルチャーセン
ターの講師の方とお話したり、友人と将来の夢を語り合っているうちに、
やりたいことが見えてきたんですよね。それで、仕事と並行として月２回
のペースで市内のスーパーで美術教室をはじめました。
そのうち、だんだん子どもたちの数も増えてきて、私も教えることが面
白くなってきて ....２年ほど前からは「こどもアトリエ教室」の活動が生活
の中心になりました♪

2 学校ではできないこと
今は、バンビオを会場に、子どもたちの個性に合わ
せてクラス分けして、子どもたち一人ひとりとの対話を
大切に教えています。学校での図工や美術の授業とは
違って、１対１で、子どもたちがわからないことがあっ
たら気軽に聞いてあげられますしね。それぞれが気に
入った画材を使って、自由に自分がやりたいと思うもの
を表現してもらうことをいちばん大事にしています！
一人ひとりのできること・やりたいことを表現するま
でのペースは違いますし、予想外のこともありますが、
個性あふれる作品が生まれると私も嬉しくなります。

花をパーツごとに、
ワイヤーとテープで
丁寧に補強していきます

3 続けていくうちに…
教えるようになってから、自分自身の創作への意欲
も高まってきて、今は自分でも作品を発表してみた
いなって思っています。
子どもたちの描く絵やイラストに刺激を受けること
も多くて、自分で休みの日に動物園に行ってスケッチ
をすることもあります。動物の歩き方とか、木の枝の
形とか、描いてみて気づく発見も多いんですよ♪
３才から始めて小学校になって続けている子、小学
校から始めて中学生になって続けている子も居ます。
子どもたちには、大きくなった時に、アトリエ教室は
楽しかったなぁと思ってもらえたらとても嬉しいです！

＜センタースタッフより＞ 仕事をしながら、これから本気でやっていきたいことを見つけた井上さん。
新しく夢中になれるものを見つけるヒントは、普段の生活の中にもあるのかもしれませんね。

生涯学習活動への第一歩を応援！

体験会

〜「こども絵画・工作体験会」をこどもアトリエ教室さんと一緒に〜

＊出来上がった作品はお持ち
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･･･
帰りいただけます。
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？
今回は、
こどもアトリエ教室の講師井上さんのご指導で、気軽に参加できる一回きりの絵画・工作教室を開催♪

日
時：平成26年4月12日（土）14時00分〜16時00分
場
所：中央生涯学習センター 6階会議室3
みんなの自由な
対
象：こども（４才〜中学３年生ぐらいまで）※未就学児は保護者同伴
募集人数：10名※申込先着順
発想を形に！
参 加 費：無料
持 ち 物：お持ちの画材（絵具、色鉛筆など…何でもOKです！）
申
込：平成26年3月8日（土）午前10:30より受付開始
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：０75-963-55００ FAX：０75-963-5504

先生のアドバイスを参考に、
見映えがよくなるよう飾っていきます

それぞれのセンスを活かした
作品ができあがりました！

参加者の声
・とても丁寧に教えて下さり、フラワーアレンジメントを本気で始めてみたいと思いました。
・フラワー･アレンジメントのお花を買ったことはあったのですが、自分で作ってみたらもっと楽しいはずと思って参
加しました。大変リフレッシュできました！
・色々な事を体験してみたいと考えていました。体験終了時には、何かほかのことにもチャレンジできるかな？と思
えました。

バンビオでは、これからも、皆さんの生涯学習活動への はじめの一歩 を応援していきます♪
次号では、初めての「こども絵画・工作体験会」の様子をレポートします。

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。

「歌の素晴らしさをたくさんの方に！」
長岡京市愛唱の会さん

童謡・唱歌・青春時代の愛唱歌など、昔から愛される日本
の歌を、長岡京市内をはじめ様々な場所で参加者と一緒に
歌っておられます。

バンビオでの活動

2001年の発足以来、乙訓
文化芸術祭「合唱フェア」に
毎年出演。
また、長岡京市立産業文化
会館での定期発表会の開催
や、小学校や自治会など地域
の催しでも歌われています。

月に３回練習をされています。
元気に、明るくを大切に歌を楽しまれています♪

〜活動への想い〜

バンビオでの練習の様子

原田先生

「今はもう歌われなくなった歌や忘れられた歌の中には日本の美しい四季が
美しい日本語で表現されています。それらを再び復活させて、日本の美しい
心を後世に歌い継ぐことが私たちの大きな目的です。 歌うことは人生を学ぶ
こと をモットーにこれからも楽しく歌っていきたいと思っています！」

【ビー！】
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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。

「子どもたちに教えているうちに、
私も楽しくなってきました！」

〜フラワーアレンジメントの
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。

フラワーアレンジメントの体験会を開催しました♪
今回は、前号２面「生涯学習熱中人」のコーナーで掲載しましたベルフラワー長岡京さんのご協力を得て開催。プリザーブドフラワー

（生花を長く保存できるよう加工したもの）を使用し、初心者向けの作品を作りました。実際に体験してみて、フラワーアレンジ
メントへの興味が増した方、これを機会に何か始めてみたいという方もいらっしゃいました！
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【ビー！】

＊ベルフラワー長岡京さんは、バンビオで月に４回、毎週金曜日に活動されています。

前：井上さん 年齢： 70年代生まれ
属：こどもアトリエ教室

子どもたちの個性に合わせて、現在５つのクラスを
バンビオで教えておられます。
活動歴：約10年

どこに置くかを
持って帰ってから
ましょう♪
イメージして飾り

介…
当日の様子の一部を紹

1 仕事をはじめてからの転身
ずっと絵は好きだったんですけど、特に仕事にしようとは全然思ってま
せんでした。自分が学んできたことを活かしてみたい！と思ったのは大学を
出てカルチャーセンターで受付の仕事をしていた時です。カルチャーセン
ターの講師の方とお話したり、友人と将来の夢を語り合っているうちに、
やりたいことが見えてきたんですよね。それで、仕事と並行として月２回
のペースで市内のスーパーで美術教室をはじめました。
そのうち、だんだん子どもたちの数も増えてきて、私も教えることが面
白くなってきて ....２年ほど前からは「こどもアトリエ教室」の活動が生活
の中心になりました♪

2 学校ではできないこと
今は、バンビオを会場に、子どもたちの個性に合わ
せてクラス分けして、子どもたち一人ひとりとの対話を
大切に教えています。学校での図工や美術の授業とは
違って、１対１で、子どもたちがわからないことがあっ
たら気軽に聞いてあげられますしね。それぞれが気に
入った画材を使って、自由に自分がやりたいと思うもの
を表現してもらうことをいちばん大事にしています！
一人ひとりのできること・やりたいことを表現するま
でのペースは違いますし、予想外のこともありますが、
個性あふれる作品が生まれると私も嬉しくなります。

花をパーツごとに、
ワイヤーとテープで
丁寧に補強していきます

3 続けていくうちに…
教えるようになってから、自分自身の創作への意欲
も高まってきて、今は自分でも作品を発表してみた
いなって思っています。
子どもたちの描く絵やイラストに刺激を受けること
も多くて、自分で休みの日に動物園に行ってスケッチ
をすることもあります。動物の歩き方とか、木の枝の
形とか、描いてみて気づく発見も多いんですよ♪
３才から始めて小学校になって続けている子、小学
校から始めて中学生になって続けている子も居ます。
子どもたちには、大きくなった時に、アトリエ教室は
楽しかったなぁと思ってもらえたらとても嬉しいです！

＜センタースタッフより＞ 仕事をしながら、これから本気でやっていきたいことを見つけた井上さん。
新しく夢中になれるものを見つけるヒントは、普段の生活の中にもあるのかもしれませんね。

生涯学習活動への第一歩を応援！

体験会

〜「こども絵画・工作体験会」をこどもアトリエ教室さんと一緒に〜

＊出来上がった作品はお持ち
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･･･
帰りいただけます。
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？
今回は、
こどもアトリエ教室の講師井上さんのご指導で、気軽に参加できる一回きりの絵画・工作教室を開催♪

日
時：平成26年4月12日（土）14時00分〜16時00分
場
所：中央生涯学習センター 6階会議室3
みんなの自由な
対
象：こども（４才〜中学３年生ぐらいまで）※未就学児は保護者同伴
募集人数：10名※申込先着順
発想を形に！
参 加 費：無料
持 ち 物：お持ちの画材（絵具、色鉛筆など…何でもOKです！）
申
込：平成26年3月8日（土）午前10:30より受付開始
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：０75-963-55００ FAX：０75-963-5504

先生のアドバイスを参考に、
見映えがよくなるよう飾っていきます

それぞれのセンスを活かした
作品ができあがりました！

参加者の声
・とても丁寧に教えて下さり、フラワーアレンジメントを本気で始めてみたいと思いました。
・フラワー･アレンジメントのお花を買ったことはあったのですが、自分で作ってみたらもっと楽しいはずと思って参
加しました。大変リフレッシュできました！
・色々な事を体験してみたいと考えていました。体験終了時には、何かほかのことにもチャレンジできるかな？と思
えました。

バンビオでは、これからも、皆さんの生涯学習活動への はじめの一歩 を応援していきます♪
次号では、初めての「こども絵画・工作体験会」の様子をレポートします。

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。

「歌の素晴らしさをたくさんの方に！」
長岡京市愛唱の会さん

童謡・唱歌・青春時代の愛唱歌など、昔から愛される日本
の歌を、長岡京市内をはじめ様々な場所で参加者と一緒に
歌っておられます。

バンビオでの活動

2001年の発足以来、乙訓
文化芸術祭「合唱フェア」に
毎年出演。
また、長岡京市立産業文化
会館での定期発表会の開催
や、小学校や自治会など地域
の催しでも歌われています。

月に３回練習をされています。
元気に、明るくを大切に歌を楽しまれています♪

〜活動への想い〜

バンビオでの練習の様子

原田先生

「今はもう歌われなくなった歌や忘れられた歌の中には日本の美しい四季が
美しい日本語で表現されています。それらを再び復活させて、日本の美しい
心を後世に歌い継ぐことが私たちの大きな目的です。 歌うことは人生を学ぶ
こと をモットーにこれからも楽しく歌っていきたいと思っています！」

主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

3月12日、19日、
２６日 各水曜日
10:00〜11:30

4月4日
（金）〜6(日）
各日10:00〜17:00

14:00〜16:00

6月1日 各日曜日

27日 各日曜日
13:15〜15:45

5月10日
（土）
14:15〜15:45

問合

料理

６F
創作室１

6F
創作室2

6F
創作室2

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でもご案内予定
出展者・出展作品・体験会等の詳細は
チラシ・HPをご覧ください。

第８回
バンビオ展示ウィーク
（春期）
センター利用者の皆さんのグループ展！
出展者による初心者向け体験会も有り

1･２

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

【ビー！】

はじめの一歩体験会

「こども絵画・工作体験会
〜こどもアトリエ教室さんと一緒に〜」

受付 3月8日
（土）午前10:30より
対象 こども
（４才〜中３ぐらいまで）
定員 10名（先着順）
料金 無料（要事前申込） 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定。

長岡京カルチャーカレッジ文学講座

受付 3月9日
（日）午前10:30より
定員 30名（先着順）
料金 2,000円 問合 センター
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

わくわく講座

受付 3月15日
（土）午前11:00より
定員 10名（先着順）
料金 2,500円 問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報 3/15 号に掲載予定
チラシ・HPでもご案内予定

「源氏物語を読む
紫の上を偲ぶ四季〜中編〜」
「ウッド・アート入門教室」
〜木彫りの小さな壁掛けをつくる〜
（3回シリーズ）

きっかけ、みつかる、バンビオで

◎「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。

バンビオから地域へ、地域からバンビオへ
皆さん、バンビオをご存知ですか？バンビオは、JR長岡京駅前の生涯学習施設です。地域
での催しの準備・練習・本番など様々な活動にご利用いただけます。一回きりの利用も
OK！たとえば、こんな使い方もできます。どうぞお気軽にご利用ください♪

地域

練習

4月15日
（火）午前11:00より
4月30日
（水）正午まで
問合 団体交流室
詳細は長岡京市広報4/15号に掲載予定
チラシ・HPをご覧ください

「初夏のさわやかフラワーアレンジメント」
〜フレッシュな花々を集めて贈りものにも〜

センター（中央生涯学習センター）075-963-5500

団体交流室（生涯学習団体交流室） 075-963-5518

もうすぐ、
ダンスコンテスト。
今から１時間だけ
最後の練習を
バンビオで！

＊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。

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、年度の変わりめを迎え、新しい環境で新たな活
動を始められる方も多い季節かと思います。生涯学
習活動において、当センターは様々な使い方ができます。
１面でご紹介したのは、
ほんの一例です。団体・個人を問わず、地域への社会貢献活動、学校・自治会
関係の集いなどなど…。いま取り組まれている活動で「こんな使い方できます
か？」
といったご質問があれば、気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待
ちしております。
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

ＪＲ長岡京駅

天神通

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

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

千春会病院●

Tel ０７５-９６３-５５００ Fax ０７５-９６３-５５０４

阪急長岡天神駅

西国街道

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

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

〒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

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）
2014年3月 Vol.16
（3月、
6月、
9月、
12月発行予定）

受付

わくわく講座

皆さんの声で「be→!」がもっと充実します♪

春号

【ビー！】

受付 申込受付中
定員 40名（先着順）
料金 1,900円（全3回分）
問合 センター
詳細はチラシ・HPをご覧ください

コスパ長岡京のインストラクターによる
初心者向け運動プログラム

2F
市民ギャラリー

展示

費用・その他

10才若返る!?元気に楽しく
シェイプアップ!!

3F
メインホール

14:00〜15:30
４月13日、20日、

子ども

タイトル

4月13日、27日、
5月11日、25日、

音楽

健康のつどい・朝エクササイズ編

６F
会議室3

4月12日
（土）

講座

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

バンビオ
発表
町内会のお祭りの
打ち合わせは、
大人数が集まれる
バンビオが便利！

いつも自宅で
教えている生け花。
生徒さんたちの
作品発表は
バンビオで！

会議
バンビオなら練習や会議から発表までご利用いただけます！

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ ●阪急長岡天神駅より徒歩15分

詳細については、ホームページも是非ご覧ください！ http://www.bambio-ogbc.jp/

