主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

7月6日、13日、
各日曜日

音楽

子ども

料理

タイトル

3F
メインホール

20日、27日

講座

【朝エクササイズ】
8月6日、13日、20日、
27日 各水曜日
10:00〜11:30
【夜エクササイズ】
8月8日、15日、22日、
29日 各金曜日
19:00〜20:30（予定）
8月21日
（木）
13:30〜15:00

9月
日時未定

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

センター利用者が創る恒例ライブイベント
今回は音楽だけの

バンビオ『Music』
ライブ缶

3F
メインホール
（8/6のみ2Ｆ
市民ギャラリー）

受付 7月2日
（水）午前10:30〜
定員 朝・夜 各40名（先着順）
料金 3,500円（各コース全4回分）
問合 センター
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

バンビオ健康のつどい
〜初心者向け連続運動プログラム〜
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

元気に楽しくシェイプアップ!!!（仮）

受付 7月17日
（木）午前10:30〜
定員 70名
料金 無料 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

バンビオ健康のつどい

3F
メインホール

リズムに合わせて
演歌でエアロビクス♪
バンビオ健康のつどい
〜初心者向け連続運動プログラム〜
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

3F
メインホール

受付 8月6日
（水）午前10:30〜
定員 朝・夜 各40名（先着順）
料金 3,500円（各コース全4回分）
問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

元気に楽しくシェイプアップ!!!（仮）

9月5日
（金）
10:00〜17:00
（予定）

受付 当日先着順受付（事前申込み不要）
定員 対象 料金 参加種目により異なります
問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

「健康・運動」編

9月5日
（金）〜
7日
（日）
10:00〜17:00

問合

センターで活動中のサークルの
3F
初心者向け体験会
メインホール、
第2回バンビオ体験フェスタ
特別展示室

2F
市民ギャラリー

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
出展者・出展作品などの詳細はチラシ・HPを
ご覧ください

センター利用者による作品展示会

第9回バンビオ展示ウィーク
（秋期）

センター（中央生涯学習センター）075-963-5500

・特別展示室の
6/1〜 市民ギャラリー
予約方法が変わります
12月利用分（6/1申込分）より、1ヶ月分を6ヶ月前の
1日〜10日に受付となります。詳しくは窓口へお問い
合わせ下さい。ホームページもご覧下さい。

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

★

【サークル情報コーナー】
【図書受取・返却カウンター】

長岡京市立図書館で借りた本の返却、予約した本の受取がで
きます。

バンビオで活動中の団体やサークルのメンバー
募集・イベント案内等を置いています。ここか
ら生涯学習のきっかけに！

【児童室】

★マークは、現在生涯学習活動をされている団体やサークル
の情報をジャンルごとに見やすくファイルしています。

【行政資料閲覧コーナー】
【情報出力コーナー】

親子で遊べるフリースペー
ス。絵本もあります♪
※ご利用は未就学児に限り
ます。（保護者同伴）

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。

●長岡京市立図書館

長岡京市役所
●

千春会病院●

交通至便！

阪急長岡天神駅

西国街道

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

1階の市民交流フロアは、お部屋の申込受付だけでなく、実はいろいろなかたちでご利用
いただけます。児童室で親子で過ごしたり、お買い物帰りにベンチでひと休みしたり…。
それだけではなく、こんなこともできます！ぜひ気軽にお立ち寄りください。

下記アドレスにアクセスしてください。「広報誌be→！」

新西国街道

長岡京市立総合交流センター

はじまりはここから〜市民交流フロア〜

右のQRコードを携帯電話（対象端末のみ）で読み取るか、

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 ０７５-９６３-５５００ Fax ０７５-９６３-５５０４
ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/
ＪＲ駅前すぐ
メール bambio-ogbc.jp
バンビオ1番館内

◎「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。

団体交流室（生涯学習団体交流室） 075-963-5518

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

京都府長岡京市神足2丁目3番1号

きっかけ、みつかる、バンビオで

ＪＲ長岡京駅

天神通
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6月 Vol.17
（3月、
6月、
9月、
12月発行予定）

＊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。

長岡京市中央生涯学習センター・市民交流フロア

〒617-0833

夏号

【ビー！】

受付 6月8日
（日）午前10:30〜
対象 高校生以上 定員 24名（先着順）
料金 3,300円 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

はじめての和太鼓（全4回）

3F
メインホール

時間未定

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！】

費用・その他

10：00〜11：30
8月3日
（日）

展示

【ショーケース】

2階市民ギャラリーや3階特別展示室で
展覧会をされる場合は、ここにも作品を
展示してお客様にご案内できます。

【本日の催し予定】

その日のご利用予定を、
時間と場所がわかるよ
うに掲示しています。

●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、ホームページもぜひご覧ください！ http://www.bambio-ogbc.jp/

【ビー！】

しょう
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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。

「毎日がほんのちょっと楽しく
なることを伝えていきたい！」

〜こども絵画・工作教室の
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。

「こども絵画・工作教室」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」のコーナーで掲載のこどもアトリエ教室＊さんのご協力を得て開催。
それぞれに、自分の好きな画材や好きな色を使って、自由に思いきり絵を描いたり工作をしたり♪
見守っていた保護者の皆さんも一緒に笑顔になっていました！

熱中人ファイル vol.8
名
所

【ビー！】

＊こどもアトリエ教室さんはバンビオで活動中。現在、5 つのクラスを教えられています

前：MARUさん 年齢：40代
属：『パステルアートな時間』

介…
当日の様子の一部を紹

ねいに、
ゆっくり、てい
ったり♪
かいたり、つく

月に1度、金曜日にバンビオで活動中！
活動歴：約1年

1 自分だけの楽しみ？
今のような活動をするきっかけになったのは、以前に住んでいた部屋が
インテリア雑誌に紹介されたことです。それまでは普段の生活の中で自分
が楽しむことだけで満足でした。それが雑誌に載って知らない人からの反応
もでてきて、自分だけの世界が他の人たちにも伝わることを実感しました。
それから、暮らしの中でのちょっとしたきっかけや楽しくなるヒントのよ
うなものを伝えていきたい！と思うようになったんです。そして「生活の
中での楽しみ」について学んで、資格を取って、きちんと伝えていくこと
をはじめました。

2 伝えたいものを見つけた！
花・色・整理収納など、暮らしについて学んでいっ
たおかげで、伝えられることも広がっていきました。
パステルアートについては「指で描くアート！？」
と気になっていて、友人と一緒に習いはじめました。
最初にやってみた時から楽しくて、すぐに夢中になり
ました♪
パステルを削って指で描くだけのシンプルな技法な
のに、ちゃんと仕上げることができて、形として持っ
て帰ることもできる！そして描くことで自分自身も元
気になっていく感じがしたんです。「伝えたいものを
見つけた！」と思いました。

3 パステルアートを通して
作品の完成度を高める方向じゃなくて、
「まず楽しむ」
ことから！それぞれのペースで自由に描いて表現して
もらうことを大事にしています。
『パステルアートな時
間』という名前を付けたのも、その時間と空間を楽しん
でほしいという想いからです。
パステルアートを夢中で描いている間に、元気が出て
きたり、癒されたりと、心の変化・自身の変化に驚いたり
ということがあります。
パステルアートを描くことを通じて、参加されている
方がそれぞれに「ほんのちょっと楽しくなったら」と思っ
ています。毎日がほんのちょっと楽しくなることを、これ
からも見つけて学んで伝えていきたいですね！

＜センタースタッフより＞ 日々の暮らしの中で、楽しみや元気になれるものがあるのって大事ですよね。
それを自分だけの楽しみだけじゃなく、誰かに伝えていく喜びもある。素敵な考えですね。

生涯学習活動への第一歩を応援！

体験会

「指で描くパステルアート」〜『パステルアートな時間』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？
今回は
『パステルアートな時間』講師MARUさんのご指導で、パステルアートを楽しみます。
日
時：平成26年7月11日（金）10時30分〜12時30分
＊できあがった作 品はお
場
所：中央生涯学習センター 4階 会議室１
持ち帰りいただけます♪
対
象：どなたでも ※未就学児は保護者同伴
（作品イメージ）
募集人数：6名（申込先着順）
参加費：無料
申
込：平成26年6月4日（水）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。
お預かりした個人情報は長岡京市中央生涯学習センターが責任をもって管理し、本催事実施以外の目的での使用はいたしません。
指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト㈱

【長岡京市中央生涯学習センター】 TEL：０75-963-55００ FAX：０75-963-5504

一人ひとりの制作ペースに
合わせて、先生がアドバイス！

たくさんのモチーフの中から、自分の
好きなものを自由に描きます♪

みんな夢中で作りました！

参加者の声
・子どもの想像力が思っていたよりあってびっくり！とても楽しそうに工作していたのでよかったです。
・いろいろなアイテムもそろっていて、家ではできないことができて嬉しかった。
・集中力が途切れるところで先生から素敵なアイデアをいただけて、子どもがどんどん夢中になっていく姿が印象的でした。
・子どもに自由にいろんな体験をさせていただけて楽しかったです！

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「パステルアート」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。

「音楽の素晴らしさをたくさんの方に！」
キョウト

ブリリアント

シンフォニー

KBS(Kyoto Brilliant Symphony) さん

「 バンビ オライブ
缶」、
「 長岡京ミュー
ジック商店街 」など
長岡京市内のイベ
ントを中心に演奏さ
れています♪

いつもバンビオで練習されている、吹奏楽団の皆さん。
今年で結成６年目。少ない人数だからこそできる自由な
スタイルで、幅広い楽曲を演奏されています♪
バンビオでの活動
仕事を終えた後、
バンビオに集合！毎週火曜日か
水曜日の夜に練習されています。

〜活動への想い〜

代表の
臼井さん

演奏を聴いてくださる皆さんに楽しんでいただくには、まず
は自分たちが楽しむことが大切！と思っています。
のびのびと楽しみながら練習を重ねています♪メンバーも随
時募集中！初心者の方も経験者の方も大歓迎です。演奏機会
のリクエストもお待ちしています。
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・集中力が途切れるところで先生から素敵なアイデアをいただけて、子どもがどんどん夢中になっていく姿が印象的でした。
・子どもに自由にいろんな体験をさせていただけて楽しかったです！

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「パステルアート」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。

「音楽の素晴らしさをたくさんの方に！」
キョウト

ブリリアント

シンフォニー

KBS(Kyoto Brilliant Symphony) さん

「 バンビ オライブ
缶」、
「 長岡京ミュー
ジック商店街 」など
長岡京市内のイベ
ントを中心に演奏さ
れています♪

いつもバンビオで練習されている、吹奏楽団の皆さん。
今年で結成６年目。少ない人数だからこそできる自由な
スタイルで、幅広い楽曲を演奏されています♪
バンビオでの活動
仕事を終えた後、
バンビオに集合！毎週火曜日か
水曜日の夜に練習されています。

〜活動への想い〜

代表の
臼井さん

演奏を聴いてくださる皆さんに楽しんでいただくには、まず
は自分たちが楽しむことが大切！と思っています。
のびのびと楽しみながら練習を重ねています♪メンバーも随
時募集中！初心者の方も経験者の方も大歓迎です。演奏機会
のリクエストもお待ちしています。

主催事業インフォメーション
日時（予定）

場所

7月6日、13日、
各日曜日

音楽

子ども

料理

タイトル

3F
メインホール

20日、27日

講座

【朝エクササイズ】
8月6日、13日、20日、
27日 各水曜日
10:00〜11:30
【夜エクササイズ】
8月8日、15日、22日、
29日 各金曜日
19:00〜20:30（予定）
8月21日
（木）
13:30〜15:00

9月
日時未定

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

センター利用者が創る恒例ライブイベント
今回は音楽だけの

バンビオ『Music』
ライブ缶

3F
メインホール
（8/6のみ2Ｆ
市民ギャラリー）

受付 7月2日
（水）午前10:30〜
定員 朝・夜 各40名（先着順）
料金 3,500円（各コース全4回分）
問合 センター
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

バンビオ健康のつどい
〜初心者向け連続運動プログラム〜
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

元気に楽しくシェイプアップ!!!（仮）

受付 7月17日
（木）午前10:30〜
定員 70名
料金 無料 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

バンビオ健康のつどい

3F
メインホール

リズムに合わせて
演歌でエアロビクス♪
バンビオ健康のつどい
〜初心者向け連続運動プログラム〜
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

3F
メインホール

受付 8月6日
（水）午前10:30〜
定員 朝・夜 各40名（先着順）
料金 3,500円（各コース全4回分）
問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

元気に楽しくシェイプアップ!!!（仮）

9月5日
（金）
10:00〜17:00
（予定）

受付 当日先着順受付（事前申込み不要）
定員 対象 料金 参加種目により異なります
問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

「健康・運動」編

9月5日
（金）〜
7日
（日）
10:00〜17:00

問合

センターで活動中のサークルの
3F
初心者向け体験会
メインホール、
第2回バンビオ体験フェスタ
特別展示室

2F
市民ギャラリー

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
出展者・出展作品などの詳細はチラシ・HPを
ご覧ください

センター利用者による作品展示会

第9回バンビオ展示ウィーク
（秋期）

センター（中央生涯学習センター）075-963-5500

・特別展示室の
6/1〜 市民ギャラリー
予約方法が変わります
12月利用分（6/1申込分）より、1ヶ月分を6ヶ月前の
1日〜10日に受付となります。詳しくは窓口へお問い
合わせ下さい。ホームページもご覧下さい。

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

★

【サークル情報コーナー】
【図書受取・返却カウンター】

長岡京市立図書館で借りた本の返却、予約した本の受取がで
きます。

バンビオで活動中の団体やサークルのメンバー
募集・イベント案内等を置いています。ここか
ら生涯学習のきっかけに！

【児童室】

★マークは、現在生涯学習活動をされている団体やサークル
の情報をジャンルごとに見やすくファイルしています。

【行政資料閲覧コーナー】
【情報出力コーナー】

親子で遊べるフリースペー
ス。絵本もあります♪
※ご利用は未就学児に限り
ます。（保護者同伴）

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。

●長岡京市立図書館

長岡京市役所
●

千春会病院●

交通至便！

阪急長岡天神駅

西国街道

be→！配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

1階の市民交流フロアは、お部屋の申込受付だけでなく、実はいろいろなかたちでご利用
いただけます。児童室で親子で過ごしたり、お買い物帰りにベンチでひと休みしたり…。
それだけではなく、こんなこともできます！ぜひ気軽にお立ち寄りください。

下記アドレスにアクセスしてください。「広報誌be→！」

新西国街道

長岡京市立総合交流センター

はじまりはここから〜市民交流フロア〜

右のQRコードを携帯電話（対象端末のみ）で読み取るか、

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 ０７５-９６３-５５００ Fax ０７５-９６３-５５０４
ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/
ＪＲ駅前すぐ
メール bambio-ogbc.jp
バンビオ1番館内

◎「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。

団体交流室（生涯学習団体交流室） 075-963-5518

指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

京都府長岡京市神足2丁目3番1号

きっかけ、みつかる、バンビオで

ＪＲ長岡京駅

天神通
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6月 Vol.17
（3月、
6月、
9月、
12月発行予定）

＊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。

長岡京市中央生涯学習センター・市民交流フロア

〒617-0833

夏号

【ビー！】

受付 6月8日
（日）午前10:30〜
対象 高校生以上 定員 24名（先着順）
料金 3,300円 問合 センター
詳細はチラシ・HPでもご案内予定

はじめての和太鼓（全4回）

3F
メインホール

時間未定

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！】

費用・その他

10：00〜11：30
8月3日
（日）

展示

【ショーケース】

2階市民ギャラリーや3階特別展示室で
展覧会をされる場合は、ここにも作品を
展示してお客様にご案内できます。

【本日の催し予定】

その日のご利用予定を、
時間と場所がわかるよ
うに掲示しています。

●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、ホームページもぜひご覧ください！ http://www.bambio-ogbc.jp/

