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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。

バンビオ

【ビー！】

気軽にどうぞ！バンビオのイベント♪気軽にどうぞ！バンビオのイベント♪
皆さん、長岡京駅前にあるバンビオのことはご存知ですか？

バンビオでは、四季を通して老若男女誰でも気軽に楽しめる

イベントを開催しています♪ 秋、出かけたくなるこれからの

季節、アートに音楽に「ちょっと行ってみようかな」と思っ

ていただける催しがたくさん！ご家族で、お友達同士で、

バンビオならではのイベントへ、ぜひ一度お立ち寄りください！
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講座

子ども

音楽 展示

料理

日時（予定） 場所 タイトル 費用・その他

9月5日（金）
10:00～15:30

9月5日（金）
～７日（日）
各日10:00～17:00

3F
メインホール

センターで活動中のサークルの
初心者向け体験会！
バンビオ体験フェスタ「健康・運動」編

バンビオ健康のつどい
～初心者向け連続運動プログラム～
元気に楽しくシェイプアップ
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

2F
市民ギャラリー
1･2

第9回バンビオ展示ウィーク（秋期）
センターで活動中の皆さんの合同展覧会！
＊出展者による初心者向け制作体験会
　も同時開催

バンビオ広場公園

11月2日（日）
11:00～12:40
※雨天時は11月8日（土）
　に順延

センター利用者が創る恒例ライブイベント

今回はダンス編
バンビオライブ缶 Dance Special
in ガラシャウィーク2014

気軽にフラッと地域の手作りコンサート
ふらっとコンサートvol.9
ラテンジャズビッグバンドオルケスタ山崎（仮）

12月中旬
11:00～13：30
（予定）

6Ｆ
食工房

バンビオクッキング教室
～冬の味覚でほっこりメニュー（仮）～

【朝コース】
9月3日、10日、17日、
24日　各水曜日
10:00～12:00
【夜コース】
9月12日、19日、26日、
10月3日　各金曜日
19:00～20:30

3F
メインホール

12月6日（土）
15:00～17:00
（開場14:30）

3F
メインホール

3F
メインホール

12月17日（水）
13:30～15:00
(開場13:00）

バンビオ健康のつどい
「懐かしい歌を唄おう・冬
～オーケストラと一緒に～」（仮）

問合

be→！ 配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

10/1～ 施設予約システムが
変わります

施設の仮予約・抽選申込・空き状況確認でお使いいただいている中央
生涯学習センターの公共施設予約システムが変わります。登録番号・
暗証番号も変わります。詳しくは窓口又はホームページでご案内の予
定です。

※システム変更に伴い、9/30は施設の予約（中止・変更）ができません

健康

バンビオライブ缶
バンビオで活動中の音楽系サークルの皆さんの発表会♪
メインホールで「音楽」編、広場公園で「ダンス」編とジャ
ンルごとに開催！★次回は「ダンス編」、11/2（日）

バンビオ展示ウィーク
日頃バンビオで活動している創作系サークルの皆
さんの合同展覧会。多様なジャンルの作品が市民
ギャラリーに集合！初心者向け制作体験会も同時
開催。★次回は9/5（金）～7（日）

秋号
【ビー！】

ふらっとコンサート
気軽にフラッと地域の手作りコンサート。メインホールで開催。ワン
コイン（500円）でドリンク・クッキー付き。小さなお子さまと一緒に
参加OK！★次回は12/6（土）

＊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。「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。

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
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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

各催しの詳細については最終面「主催事業インフォメーション」、またはホームページをご覧ください→http://www.bambio-ogbc.jp/

入場無料。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でご案内予定

詳細は長岡京市広報11/1号に掲載予定
チラシ・HPでご案内予定
問合　センター

受付　11月中旬予定
対象　60歳以上（シニア）の方
料金　無料　　定員　100名（先着順）
問合　センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定

受付　当日先着順で受付
定員  対象　参加種目により異なります　
料金　無料
問合　センター
詳細はチラシ・HPをご覧ください

受付　申込受付中
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をご覧ください

入場無料。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・体験会等の
詳細はチラシ・HPをご覧ください

受付　11月中旬予定
定員  対象  料金　未定
問合　センター
詳細はチラシ・ＨＰでご案内予定



　小さな頃からずっと石がとても好きでした。近くの河原に
行って石を拾ってきては、小箱に入れて大切にしていました。
子ども時代に好きだったものを今またやってみると、すごく
楽しいんですよ！
　きっかけは、以前の仕事を辞めた時。“よし。あとはもう
好きなことをしよう！”と思ったんです。それで１年半前から、
石に関わる仕事をはじめました。
　何かに挫折したりダメだと思った時ほど、新たにチャレン
ジできるチャンスなのかなと思います。

生涯学習 人
しょう　 がい　がく　 しゅう びと

「子どもの頃に好きだったものを、

　　　　　今またやってみると楽しいんですよ！」

名　前：山崎伊津子さん　　1963年生まれ
所　属：てもと会･･･天然石の研磨教室
　　　　月に４回、第１・第3水曜と土曜を中心にバンビオで活動中
活動歴：約半年　益富地学会館認定鉱物鑑定士補5級

ずっと好きだったことを、
　　　　　　今はじめよう

大人になってからの勉強は･･･

ねっ　ちゅうねっ　ちゅう

 熱中  

　石ってとても身近なものだけど、案外詳しいことは知ら
なかったりしますよね？「石を磨くこと」の先には、様々
な興味が広がっています！磨いた石を眺めたり飾って楽し
んだりするのはもちろん、装飾品として身につけて楽しむ
こともできるし、また鉱物学・自然科学への興味にもつな
がっています。間口は広く、奥の深い世界です。
　いずれはサークルのメンバーと一緒に、石を探しに
フィールドワークにも出かけたいと考えています。
　なんとなく石が好きな人と専門家との間と言ったらよい
のでしょうか？そんな姿勢で、石の奥深い世界について、
一人でも多くの人にわかりやすく楽しみ方を提案していき
たいと思います。

　元々、石に興味がありましたが、年を重ねてから勉強する
のは、すごく楽しいことだとあらためて実感しています。誰か
に強制されてする勉強と違って、なんでだろう？どうして？と
思ったことを理解するために自分でどんどん調べて勉強したく
なるんです。
　「てもと会」という名前は「石を手元で愛でよう、手作業
で磨こう」という意味で名付けました。原石を磨いて美しく
仕上げていきます。やってみないと仕上がりがわからないの
が面白いところです。
　教室には石について様々な興味をもっている方が集まって
きて、共に楽しめる仲間ができるのも魅力だと感じます。一
度きりでなく続けて参加してくださったり、私が思っていた以
上に楽しんでくださるのは嬉しいです。

石の向こうに広がる世界

特別編レポートを掲載
次号の３面「はじめの一歩」では、特別編として、9月5日開催の「第2回バンビオ体験
フェスタ<健康・運動編>」に参加された方の声をお届けします！お楽しみに♪

次号3面予告

～“指で描くパステルアート”で一歩～～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。

＜センタースタッフより＞ あらためて、自分の原点を見つめ直してみる。すると、そこには昔は気づかなかった広大な素敵な景色が広がっ
ている。「一生続けられる」と思えるものとの出会いって、案外身近にあるのかもしれませんね。
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バンビオでの練習の様子

今回ご紹介したサークルについての詳細は、長岡京市中央生涯学習センターまでお問い合わせください。
次は、あなたが「一歩」踏み出してみませんか？

「指で描くパステルアート」の体験会を開催しました♪
■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。

お気に入りの色を指先にのせて、
くるくると描いていきます♪

色を足したり、削ったり･･･
描いているうちに、
心もほっこりしてきた様子

はじめてのパステルアート。
一人ひとりの色と個性に
あふれた作品が生まれました！

今回は、前号２面「生涯学習熱中人」のコーナーでご紹介したサークル『パステルアートな時間』＊さんのご協力で開催。
パステルを削ってパウダー状にしたものを指先に取って描いていきます。参加者それぞれに好きな色を選んで、
お互いの色合いや雰囲気の違いも楽しみながら作品を完成させました！

 ＊『パステルアートな時間』さんは、月に 1度、金曜日にバンビオで活動中。

当日の様子の一部を紹介…

・絵が苦手でも色が楽しめると思い、はじめて参加しました。とてもいい雰囲気の中、描くことを楽しめました。
・今の自分が好きな色は？その色に合う色は？反対色は？･･･パステルの色を選んでる時は無心になれました！
・パステルのやさしい色調や指で描く自由さなど、今までの絵の描き方にとらわれずに描けたことが素敵でした！
・先生の教え方もわかりやすく、一人ひとりにいいアドバイスがあって嬉しかったです。

参加者の声

「明るくいきいき、みんな笑顔に♪」　　
ナニプアロアロフラハラウ さん

■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。バンビオ！とび

  だせ、
とび
  だせ、

練習に参加しはじめの頃は身体が思うように動かなかった方も、続
けるうちにどんどんいきいきとしてきて、本当に良い表情をされて
います。周りを明るくする雰囲気作りをいつも心がけているのです
が、「サマーナイト・カフェ in バンビオ広場」に来場された方も、
みんなニコニコして観て下さっていて、良い表情が連鎖していくの
を感じました。また、私たちのフラダンスを観て笑顔になって下さっ
たら嬉しく思います。

～活動への想い～

いつもバンビオで練習されているフラダンスサークルの皆さん。
“ヘルス＆ビューティー（健康と美）”をモットーに活動中！

昨年に続き「サマー
ナイト･カフェinバン
ビオ広場」に出演。
人と人とのつながり
を大切に、友情出演
から他府県での催し
まで幅広くご活躍さ
れています♪

自由に楽しく 

描くのがいちばん！
自由に楽しく 

描くのがいちばん！
やまざき  いつこ

高橋先生高橋先生

バンビオでの活動
月に３回、毎週水曜日の14：15から練習されています。
現在、メンバーも募集中！

【ビー！】 【ビー！】
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ナニプアロアロフラハラウ さん

■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。バンビオ！とび

  だせ、
とび
  だせ、

練習に参加しはじめの頃は身体が思うように動かなかった方も、続
けるうちにどんどんいきいきとしてきて、本当に良い表情をされて
います。周りを明るくする雰囲気作りをいつも心がけているのです
が、「サマーナイト・カフェ in バンビオ広場」に来場された方も、
みんなニコニコして観て下さっていて、良い表情が連鎖していくの
を感じました。また、私たちのフラダンスを観て笑顔になって下さっ
たら嬉しく思います。

～活動への想い～

いつもバンビオで練習されているフラダンスサークルの皆さん。
“ヘルス＆ビューティー（健康と美）”をモットーに活動中！

昨年に続き「サマー
ナイト･カフェinバン
ビオ広場」に出演。
人と人とのつながり
を大切に、友情出演
から他府県での催し
まで幅広くご活躍さ
れています♪

自由に楽しく 

描くのがいちばん！
自由に楽しく 

描くのがいちばん！
やまざき  いつこ

高橋先生高橋先生

バンビオでの活動
月に３回、毎週水曜日の14：15から練習されています。
現在、メンバーも募集中！

【ビー！】 【ビー！】
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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。

バンビオ

【ビー！】

気軽にどうぞ！バンビオのイベント♪気軽にどうぞ！バンビオのイベント♪
皆さん、長岡京駅前にあるバンビオのことはご存知ですか？

バンビオでは、四季を通して老若男女誰でも気軽に楽しめる

イベントを開催しています♪ 秋、出かけたくなるこれからの

季節、アートに音楽に「ちょっと行ってみようかな」と思っ

ていただける催しがたくさん！ご家族で、お友達同士で、

バンビオならではのイベントへ、ぜひ一度お立ち寄りください！

主催事業インフォメーション

センター（中央生涯学習センター） TEL 075-963-5500

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 ０７５-９６３-５５００ Fax ０７５-９６３-５５０４
ホームページ http://www.bambio-ogbc.jp/
メール 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！

講座

子ども

音楽 展示

料理

日時（予定） 場所 タイトル 費用・その他

9月5日（金）
10:00～15:30

9月5日（金）
～７日（日）
各日10:00～17:00

3F
メインホール

センターで活動中のサークルの
初心者向け体験会！
バンビオ体験フェスタ「健康・運動」編

バンビオ健康のつどい
～初心者向け連続運動プログラム～
元気に楽しくシェイプアップ
「朝エクササイズコース」
「夜エクササイズコース」

2F
市民ギャラリー
1･2

第9回バンビオ展示ウィーク（秋期）
センターで活動中の皆さんの合同展覧会！
＊出展者による初心者向け制作体験会
　も同時開催

バンビオ広場公園

11月2日（日）
11:00～12:40
※雨天時は11月8日（土）
　に順延

センター利用者が創る恒例ライブイベント

今回はダンス編
バンビオライブ缶 Dance Special
in ガラシャウィーク2014

気軽にフラッと地域の手作りコンサート
ふらっとコンサートvol.9
ラテンジャズビッグバンドオルケスタ山崎（仮）

12月中旬
11:00～13：30
（予定）

6Ｆ
食工房

バンビオクッキング教室
～冬の味覚でほっこりメニュー（仮）～

【朝コース】
9月3日、10日、17日、
24日　各水曜日
10:00～12:00
【夜コース】
9月12日、19日、26日、
10月3日　各金曜日
19:00～20:30

3F
メインホール

12月6日（土）
15:00～17:00
（開場14:30）

3F
メインホール

3F
メインホール

12月17日（水）
13:30～15:00
(開場13:00）

バンビオ健康のつどい
「懐かしい歌を唄おう・冬
～オーケストラと一緒に～」（仮）

問合

be→！ 配布先一覧についてはホームページをご覧ください。

10/1～ 施設予約システムが
変わります

施設の仮予約・抽選申込・空き状況確認でお使いいただいている中央
生涯学習センターの公共施設予約システムが変わります。登録番号・
暗証番号も変わります。詳しくは窓口又はホームページでご案内の予
定です。

※システム変更に伴い、9/30は施設の予約（中止・変更）ができません

健康

バンビオライブ缶
バンビオで活動中の音楽系サークルの皆さんの発表会♪
メインホールで「音楽」編、広場公園で「ダンス」編とジャ
ンルごとに開催！★次回は「ダンス編」、11/2（日）

バンビオ展示ウィーク
日頃バンビオで活動している創作系サークルの皆
さんの合同展覧会。多様なジャンルの作品が市民
ギャラリーに集合！初心者向け制作体験会も同時
開催。★次回は9/5（金）～7（日）

秋号
【ビー！】

ふらっとコンサート
気軽にフラッと地域の手作りコンサート。メインホールで開催。ワン
コイン（500円）でドリンク・クッキー付き。小さなお子さまと一緒に
参加OK！★次回は12/6（土）

＊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。「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。

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

各催しの詳細については最終面「主催事業インフォメーション」、またはホームページをご覧ください→http://www.bambio-ogbc.jp/

入場無料。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でご案内予定

詳細は長岡京市広報11/1号に掲載予定
チラシ・HPでご案内予定
問合　センター

受付　11月中旬予定
対象　60歳以上（シニア）の方
料金　無料　　定員　100名（先着順）
問合　センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定

受付　当日先着順で受付
定員  対象　参加種目により異なります　
料金　無料
問合　センター
詳細はチラシ・HPをご覧ください

受付　申込受付中
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をご覧ください

入場無料。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・体験会等の
詳細はチラシ・HPをご覧ください

受付　11月中旬予定
定員  対象  料金　未定
問合　センター
詳細はチラシ・ＨＰでご案内予定
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