10周年記念事業インフォメーション
日時（予定）

場所

5月2日
（土）
・9日
（土） ３F
※2回連続講座
各日10:00〜12:00

リハーサル
スタジオ１

前期：

5月3日（日）〜６日（水・祝） ２F
後期：

5月7日（木）〜10日（日）

①10:00〜12:00
②13:30〜15:00

①13:10〜14:50
②15：10〜16：40

5月3日
（日）
・7日
（木）

※2日とも同じ内容
各日 ①9：30〜10：30
②10：45〜11：45

②６F
創作室2

６F
創作室１

６F
配膳試食室

はじめてのオカリナ演奏体験会
対象 18歳以上/30名
※2回とも参加できる方

第10回 バンビオ展示ウィーク〈春〉

Vol.② 紙ヒコーキの作り方・教え方講座
対象 高校生以上/20名
※子どもの同伴は不可
Vol.②

家庭で落語を楽しもう
腹話術をやってみよう

対象 小学5年生以上/各50名
※未就学児の見学同伴可。ただし、進行を
妨げないよう保護者がご留意ください。

親子で楽しく♪英語で歌って遊ぼう！
対象

4F
交流室1

①1歳半までの子どもと保護者/14組
②1歳半〜4歳までの子どもと保護者/14組

６F
会議室２

広場公園
雨天時
3F メインホール

①ストレッチエクササイズ
②50歳以上のモダンバレエエクササイズ
対象 ①16歳以上（男女）/25名
②50歳以上の女性/25名

やってみよう！ハンドセラピー
〜サークル見学と体験会〜
対象

18歳以上

バードカービング体験会（見学可）
対象 18歳以上/制作体験は先着10名
※子どもの同伴不可

広場公園ミニコンサート
〜吹奏楽＆ダンス〜
対象 どなたでもご鑑賞いただけます

＊5月3日
（日）
は、上記催し参加者向けの託児室あり
（有料、事前申込制）。
＊申込は先着順です。
（ＦＡＸでの受付は出来ません）

問合

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

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 be@bambio-ogbc.jp
〒617-0833

【ビー！】

募集要項・その他
受付
問合
料金

長岡京市立総合交流センター

be→！設置場所一覧についてはホームページをご覧ください。

春・10周年
特 別 号

4月4日 11:００〜
団体交流室
無料

きっかけ、みつかる、バンビオで

問合 センター 料金 無料
★展示替のため6日15時まで。7日11時から。
出品者・出展作品・制作体験会等の情報は、
チラシ・HPをご覧ください。

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）
2015年4月 Vol.20
（次号は7月発行予定）

受付 4月5日 10:3０〜 問合 センター
料金 ①、②とも100円
※①②どちらか片方の参加も可
講師 かんばやし紙ヒコーキ倶楽部/葛目光男さん

受付
問合

4月5日 11:００〜
団体交流室

料金
講師

参加無料
天神亭ひれ克さん、他

受付
問合
料金
講師

4月6日 11:００〜
団体交流室
①300円/組 ②500円/組
児童英語講師/竹下恵美さん

受付
問合
料金

4月8日 11:００〜
団体交流室
無料

持ち物 タオル・飲み物※動きやすい服装
講師 司モダンバレエ教室/増田晶子さん
受付
問合
料金
講師

申込不要
団体交流室
無料
救急箱西乙訓/西田博美さん

受付
問合
料金
講師

4月7日 11:００〜
団体交流室
見学無料/制作体験は700円
バードカービングメジロ/野部一夫さん

受付
料金
出演

申込不要 問合 センター
無料
Kyoto Brilliant Symphonyさん、
Via Lacteaさん、UDM Loopさん

センター（中央生涯学習センター） TEL 075-963-5500
団体交流室（生涯学習団体交流室） TEL 075-963-5518

ＪＲ駅前すぐ
交通至便！

Vol.1
親子で楽しく♪
広場公園ミニコンサート 紙ヒコーキを作って飛ばそう！
英語で歌って遊ぼう！ 〜吹奏楽＆ダンス〜
作って学んで、楽しく競おう！
親子で歌や工作を楽しみながら
家族や友人と一緒に気軽に楽し
Vol.2 紙ヒコーキの
英語に触れ、英語教育の今・家
めるコンサートに出かけませんか？
作り方・教え方講座
庭での環 境についても考えよ
う！

紙飛行機の制作方法を習得し、地域で
子どもたちに教えよう！

10周年記念、5月のバンビオは

モダンバレエ
ストレッチ体験会

やってみよう！
ハンドセラピー
〜サークル見学と
体験会〜

耳馴染みの曲に合わせてモ
ダンバレエの動きをもとにした
ストレッチエクササイズ。長く、 手指のツボを刺激して体調を
ケアするハンドセラピーサーク
無理なく続けられます！
ル活動を見学・体験してみよ
う！

京都府長岡京市神足2丁目3番1号

バンビオ1番館内

長岡京市中央生涯学習センター
市民交流フロア ニュース

【ビー！】

持ち物 オカリナ（ない場合は申込時に購入可。4/20まで）
講師 オカリナサークル「カナリヤ」/島崎愛子さん

モダンバレエストレッチ体験会

5月5日
（火・祝）

10:30〜12:00

健康

Vol.① 紙ヒコーキを作って飛ばそう！
対象 子どもから大人まで
小学4年生以下の参加は必ず保護者同伴／50名
※未就学児の見学同伴可

13:10〜16:50
６F
上記活動時間中、随時見学可
会議室3
希望の方は10分程度の体験可

5月9日
（土）

料理

①３F
メインホール

5月3日
（日）

13:30〜16:00
上記活動時間中、随時見学可
体験希望の方は事前申込、
13：30集合

子ども

対象 どなたでもご覧いただけます
※出展団体による初心者向け制作体験会実施

5月3日
（日）

1部 ①13:30〜14:00
②14:15〜15:00
2部 ①15:15〜15:45
②16:00〜16:45
※1部と2部は同じ内容

展示

タイトル・対象／定員

Vol.①

5月3日
（日）

音楽

市民ギャラリー

各日10:00〜17:00★

5月3日
（日）

講座

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ ●阪急長岡天神駅より徒歩15分

バンビオで創作活動をされている
サークル・団体の皆さんによる合
同展覧会！
会期中に初心者向け体験会も
開 催 、作って楽しいスペシャル
ウィークです！

楽しみもりだくさん！

Vol.1 家庭で
落語を楽しもう
Vol.2 腹話術を
やってみよう

第10回
バンビオ
展示ウィーク〈春〉

落語・腹話術を鑑賞し、演者
の手ほどきで「話す・聴く」コ
ミュニケーション力を磨こう！

はじめての
オカリナ
演奏体験会
オカリナの初心者向け体験
会が実現！これを機会に「音
を奏でる」楽しさをご一緒に！

バードカービング
体験会（見学可）
木の塊から生きているような
鳥を彫り出し、彩色する様子
を見学。希望者は制作体験も
できます！

各催事の参加募集情報は裏面インフォメーションをご覧ください。

今後ともよろしく
お願いいたします！

【ビー！】

バンビオで長きにわたって活動されている方にインタビューしました！ご利用者それ
ぞれに年月を経ての変化や発展の様子、バンビオで活動することの魅力もお聞きす
ることができました。これからも皆さんに愛されるバンビオであり続けるようスタッフ

【ビー！】

しょう

がい

（太極拳サークル）
利です。

和太鼓は練習できる場所が本当に少なくて、
ここに行き着くまで転々としました。バン
（和太鼓サークル）
ビオがあって本当に助かってます。これからもお願いします。

駅からすぐで、来やすいのがいいですね。地域振興枠＊ができてから活動しやすくなり
ました。この10年の間にメンバーも増えました！（管弦楽団）
＊地域の生涯学習振興を目的とした先行予約枠

05年4月

バンビオ 年の歩み

10

長岡京市中央生涯学習センターOPEN

05年12月 広場公園クリスマスイルミネーション開始
06年9月
07年9月

バンビオカルチャーカレッジ
「文学講座」開始
「バンビオライブ缶」
（音楽系利用者による合同発表会）
開始

07年11月 「バンビオ健康のつどい」
（シニアの方対象の健康づくり講座）
開始
10年2月

「バンビオ展示ウィーク」
（創作活動での利用者による合同展覧会）
開始

10年3月

「広報誌be→！」
（中央生涯学習センター・市民交流フロアニュース）
創刊

10年9月

「ふらっとコンサート」
（気軽に楽しめる音楽会）
開始

12年4月

1階市民交流フロアのリニューアル

12年9月

市立図書館の予約図書貸出開始

13年6月

児童室での親子向けイベント
「おやこの日」開始

15年4月

開館10周年を迎えました！

前：津田叔男さん 年齢：66歳
属：麺打ち同好会
月に１回、バンビオの食工房で活動中
活動歴：約6年

▼体験会の様子▶

今回の体験会は、てのひらサイズの小さな
盆栽づくり！先生の説明を聞きながら制
の庭

1

自分で打った麺の美味しさときたら！

定年した頃、妻に勧められて、バンビオでの体験講座に参加したのがきっかけで
す。講座終了後、生徒の有志と講師が集まって「麺打ちの会」として発足しました。や
がて講師なしの「同好会」という形になり、メンバーも入れ替わりましたが、ずっと続
いています。
自分で打った麺は、それはもう美味しいんです！続けていくうちに、太さのそろった
麺を打てるようになるのも楽しいし、麺を持ち帰って家族が喜んでくれるのも嬉し
いです。はじめは うどん を打つ会でしたが、現在は そば を中心に打っています。
会のお世話係として、材料の準備をしているとそばに季節を感じます。新そばが
出回る時期は香りも強く最高です。

3

自分だけ

2

同じ材料でも人それぞれ

うどんとそば同じ材料でも人それぞれで、作り方もずいぶ
ん違うんですよ。体力勝負のうどんに対して、そばはさほど
体力は要りませんが、水加減やこね方などちょっとしたこと
で麺の仕上がりが違ってくるので挑戦し甲斐があります。最
初はゆでると麺が切れて、すすれないこともありました。
会の今年の目標は十割そばを打つことです。これがなかな
か難しいのですが、ぜひ挑戦したいと思っています！
道具はバンビオにあるので、自分で持っていなくても手軽
に楽しめます。これも会が続いている理由のひとつです。た
だ、中には道具にこだわり、こま板*を自作したり、自前の
包丁を念入りに研いで持参したりするメンバーもいます。包
丁の切れ味で麺の食感が違うんですよ。私も試行錯誤で自分
で研ぐようになりました。

やっぱり仲間と一緒が楽しい

普段、打った麺は持ち帰って食べますが、年に1回、みんな
で天ざるにしてバンビオでいただきます。これが楽しいんで
す！ほかにも懇親会をしたり、
「麺を打つ」以外の楽しみも増え
ています。麺打ちに参加していると季節感も味わえるし、新た
な知り合いも広がります！
自分で打てるようになったら卒業していく人もいますが、私
は、時々に集まってみんなで打つ麺がやっぱり美味しいし楽し
いです。毎月バンビオで麺を打つのを楽しみにしています。そ
ば打ちがきっかけで料理もするようになりましたし、色々なこ
とに繋がっているんですよね。これからもずっと続けていけた
らと思っています。

*麺を均一の細さに切る時にガイドの役割を果たす板

〈センタースタッフより〉 麺打ちのほか、運動もされたり写真も撮られたりと活動的な津田さん。

それぞれの活動で発見のある充実した日々を送っておられる様子でした！

■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。

とび
だせ、

体験会開催 「てのひら盆栽」を作りました！
作。それぞれの想いがこもった

つ だ よし お

名
所

「はじめの一歩体験会」
（初心者向け一日体験会）
開始

14年2月

人

〜生涯学習活動に
踏み出せないあなたへ〜

熱中人ファイル vol.11

（水彩画教室）
の展示の機会も楽しみに活動を続けています。

で活動してすっきりした気分になった後、みんなでお茶して買い物をして帰れるのも便

びと

「麺打ちに魅せられて同好会が続いています」

いつも４階や６階の部屋を利用していて窓からの眺めがお気に入りです。ギャラリーで

毎回集まって、変わらず無理なく活動を続けていられることがいちばんです。バンビオ

ねっ ちゅう

■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。

10周年に寄せて〜ご利用者の声〜

（英会話サークル）
楽しいです。お部屋の選択肢も多くて利用しやすく感謝しています。

しゅう

生涯学習

一同努力してまいります。

お部屋に清潔感があって、空調も整っていて過ごしやすいし、受付の皆さんとの会話も

がく

vancola さん
バ

バンビオで創作活動中

ン

コ

ラ

京都・大阪を中心に活動中！年に2回開催されている
「京都アートフリー
マーケット」
などに参加。描いた作品をはじめ、
ポストカードなどの手づくり
グッズも展示販売しています。

一人で集中して絵が描ける場所を探していたらバンビオに辿り着き
ました。何も描けない日もありますが、
ここでたくさんの作品が生ま
れました。バンビオの貸し部屋は、机と椅子だけで、他に気になるも
のがないので集中して描けます。

のような作品ができあがりました！
実施協力：洛西ミニ盆栽クラブ

vancolaさん作
のイラスト

参加者の声
植物に興味があって参加しました。難しいけど、面白かった。満足です。
一日教室で楽しそうなので参加しました。初めは留め具など何に使うかわからず作り方が難しく思えたが、
やっと最後に意味がわかった。苔のことなど色々と教えてもらっておもしろかった。
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〜活動への想い〜
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出回る時期は香りも強く最高です。

3

自分だけ

2

同じ材料でも人それぞれ

うどんとそば同じ材料でも人それぞれで、作り方もずいぶ
ん違うんですよ。体力勝負のうどんに対して、そばはさほど
体力は要りませんが、水加減やこね方などちょっとしたこと
で麺の仕上がりが違ってくるので挑戦し甲斐があります。最
初はゆでると麺が切れて、すすれないこともありました。
会の今年の目標は十割そばを打つことです。これがなかな
か難しいのですが、ぜひ挑戦したいと思っています！
道具はバンビオにあるので、自分で持っていなくても手軽
に楽しめます。これも会が続いている理由のひとつです。た
だ、中には道具にこだわり、こま板*を自作したり、自前の
包丁を念入りに研いで持参したりするメンバーもいます。包
丁の切れ味で麺の食感が違うんですよ。私も試行錯誤で自分
で研ぐようになりました。

やっぱり仲間と一緒が楽しい

普段、打った麺は持ち帰って食べますが、年に1回、みんな
で天ざるにしてバンビオでいただきます。これが楽しいんで
す！ほかにも懇親会をしたり、
「麺を打つ」以外の楽しみも増え
ています。麺打ちに参加していると季節感も味わえるし、新た
な知り合いも広がります！
自分で打てるようになったら卒業していく人もいますが、私
は、時々に集まってみんなで打つ麺がやっぱり美味しいし楽し
いです。毎月バンビオで麺を打つのを楽しみにしています。そ
ば打ちがきっかけで料理もするようになりましたし、色々なこ
とに繋がっているんですよね。これからもずっと続けていけた
らと思っています。

*麺を均一の細さに切る時にガイドの役割を果たす板

〈センタースタッフより〉 麺打ちのほか、運動もされたり写真も撮られたりと活動的な津田さん。

それぞれの活動で発見のある充実した日々を送っておられる様子でした！

■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。

とび
だせ、

体験会開催 「てのひら盆栽」を作りました！
作。それぞれの想いがこもった

つ だ よし お

名
所

「はじめの一歩体験会」
（初心者向け一日体験会）
開始

14年2月

人

〜生涯学習活動に
踏み出せないあなたへ〜

熱中人ファイル vol.11

（水彩画教室）
の展示の機会も楽しみに活動を続けています。

で活動してすっきりした気分になった後、みんなでお茶して買い物をして帰れるのも便

びと

「麺打ちに魅せられて同好会が続いています」

いつも４階や６階の部屋を利用していて窓からの眺めがお気に入りです。ギャラリーで

毎回集まって、変わらず無理なく活動を続けていられることがいちばんです。バンビオ

ねっ ちゅう

■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。

10周年に寄せて〜ご利用者の声〜

（英会話サークル）
楽しいです。お部屋の選択肢も多くて利用しやすく感謝しています。

しゅう

生涯学習

一同努力してまいります。

お部屋に清潔感があって、空調も整っていて過ごしやすいし、受付の皆さんとの会話も

がく

vancola さん
バ

バンビオで創作活動中

ン

コ

ラ

京都・大阪を中心に活動中！年に2回開催されている
「京都アートフリー
マーケット」
などに参加。描いた作品をはじめ、
ポストカードなどの手づくり
グッズも展示販売しています。

一人で集中して絵が描ける場所を探していたらバンビオに辿り着き
ました。何も描けない日もありますが、
ここでたくさんの作品が生ま
れました。バンビオの貸し部屋は、机と椅子だけで、他に気になるも
のがないので集中して描けます。

のような作品ができあがりました！
実施協力：洛西ミニ盆栽クラブ

vancolaさん作
のイラスト

参加者の声
植物に興味があって参加しました。難しいけど、面白かった。満足です。
一日教室で楽しそうなので参加しました。初めは留め具など何に使うかわからず作り方が難しく思えたが、
やっと最後に意味がわかった。苔のことなど色々と教えてもらっておもしろかった。
以前から興味があり、やり方を知りたかったので参加しました。すごく楽しかったです。

〜活動への想い〜

バンビオでの作品制作の様子

水彩絵の具とペンを使って生き物を描いたり、息抜きにパンダのイラストを
描いたりしています。2004年から創作発表をはじめました。今後はもっと大
きなサイズの作品も作っていきたいです。私の絵を見て直感的に何か感じて
くれる人たちに多く出会えたら嬉しいです。

10周年記念事業インフォメーション
日時（予定）

場所

5月2日
（土）
・9日
（土） ３F
※2回連続講座
各日10:00〜12:00

リハーサル
スタジオ１

前期：

5月3日（日）〜６日（水・祝） ２F
後期：

5月7日（木）〜10日（日）

①10:00〜12:00
②13:30〜15:00

①13:10〜14:50
②15：10〜16：40

5月3日
（日）
・7日
（木）

※2日とも同じ内容
各日 ①9：30〜10：30
②10：45〜11：45

②６F
創作室2

６F
創作室１

６F
配膳試食室

はじめてのオカリナ演奏体験会
対象 18歳以上/30名
※2回とも参加できる方

第10回 バンビオ展示ウィーク〈春〉

Vol.② 紙ヒコーキの作り方・教え方講座
対象 高校生以上/20名
※子どもの同伴は不可
Vol.②

家庭で落語を楽しもう
腹話術をやってみよう

対象 小学5年生以上/各50名
※未就学児の見学同伴可。ただし、進行を
妨げないよう保護者がご留意ください。

親子で楽しく♪英語で歌って遊ぼう！
対象

4F
交流室1

①1歳半までの子どもと保護者/14組
②1歳半〜4歳までの子どもと保護者/14組

６F
会議室２

広場公園
雨天時
3F メインホール

①ストレッチエクササイズ
②50歳以上のモダンバレエエクササイズ
対象 ①16歳以上（男女）/25名
②50歳以上の女性/25名

やってみよう！ハンドセラピー
〜サークル見学と体験会〜
対象

18歳以上

バードカービング体験会（見学可）
対象 18歳以上/制作体験は先着10名
※子どもの同伴不可

広場公園ミニコンサート
〜吹奏楽＆ダンス〜
対象 どなたでもご鑑賞いただけます

＊5月3日
（日）
は、上記催し参加者向けの託児室あり
（有料、事前申込制）。
＊申込は先着順です。
（ＦＡＸでの受付は出来ません）

問合

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

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 be@bambio-ogbc.jp
〒617-0833

【ビー！】

募集要項・その他
受付
問合
料金

長岡京市立総合交流センター

be→！設置場所一覧についてはホームページをご覧ください。

春・10周年
特 別 号

4月4日 11:００〜
団体交流室
無料

きっかけ、みつかる、バンビオで

問合 センター 料金 無料
★展示替のため6日15時まで。7日11時から。
出品者・出展作品・制作体験会等の情報は、
チラシ・HPをご覧ください。

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）
2015年4月 Vol.20
（次号は7月発行予定）

受付 4月5日 10:3０〜 問合 センター
料金 ①、②とも100円
※①②どちらか片方の参加も可
講師 かんばやし紙ヒコーキ倶楽部/葛目光男さん

受付
問合

4月5日 11:００〜
団体交流室

料金
講師

参加無料
天神亭ひれ克さん、他

受付
問合
料金
講師

4月6日 11:００〜
団体交流室
①300円/組 ②500円/組
児童英語講師/竹下恵美さん

受付
問合
料金

4月8日 11:００〜
団体交流室
無料

持ち物 タオル・飲み物※動きやすい服装
講師 司モダンバレエ教室/増田晶子さん
受付
問合
料金
講師

申込不要
団体交流室
無料
救急箱西乙訓/西田博美さん

受付
問合
料金
講師

4月7日 11:００〜
団体交流室
見学無料/制作体験は700円
バードカービングメジロ/野部一夫さん

受付
料金
出演

申込不要 問合 センター
無料
Kyoto Brilliant Symphonyさん、
Via Lacteaさん、UDM Loopさん

センター（中央生涯学習センター） TEL 075-963-5500
団体交流室（生涯学習団体交流室） TEL 075-963-5518

ＪＲ駅前すぐ
交通至便！

Vol.1
親子で楽しく♪
広場公園ミニコンサート 紙ヒコーキを作って飛ばそう！
英語で歌って遊ぼう！ 〜吹奏楽＆ダンス〜
作って学んで、楽しく競おう！
親子で歌や工作を楽しみながら
家族や友人と一緒に気軽に楽し
Vol.2 紙ヒコーキの
英語に触れ、英語教育の今・家
めるコンサートに出かけませんか？
作り方・教え方講座
庭での環 境についても考えよ
う！

紙飛行機の制作方法を習得し、地域で
子どもたちに教えよう！

10周年記念、5月のバンビオは

モダンバレエ
ストレッチ体験会

やってみよう！
ハンドセラピー
〜サークル見学と
体験会〜

耳馴染みの曲に合わせてモ
ダンバレエの動きをもとにした
ストレッチエクササイズ。長く、 手指のツボを刺激して体調を
ケアするハンドセラピーサーク
無理なく続けられます！
ル活動を見学・体験してみよ
う！

京都府長岡京市神足2丁目3番1号

バンビオ1番館内

長岡京市中央生涯学習センター
市民交流フロア ニュース

【ビー！】

持ち物 オカリナ（ない場合は申込時に購入可。4/20まで）
講師 オカリナサークル「カナリヤ」/島崎愛子さん

モダンバレエストレッチ体験会

5月5日
（火・祝）

10:30〜12:00

健康

Vol.① 紙ヒコーキを作って飛ばそう！
対象 子どもから大人まで
小学4年生以下の参加は必ず保護者同伴／50名
※未就学児の見学同伴可

13:10〜16:50
６F
上記活動時間中、随時見学可
会議室3
希望の方は10分程度の体験可

5月9日
（土）

料理

①３F
メインホール

5月3日
（日）

13:30〜16:00
上記活動時間中、随時見学可
体験希望の方は事前申込、
13：30集合

子ども

対象 どなたでもご覧いただけます
※出展団体による初心者向け制作体験会実施

5月3日
（日）

1部 ①13:30〜14:00
②14:15〜15:00
2部 ①15:15〜15:45
②16:00〜16:45
※1部と2部は同じ内容

展示

タイトル・対象／定員

Vol.①

5月3日
（日）

音楽

市民ギャラリー

各日10:00〜17:00★

5月3日
（日）

講座

●ＪＲ長岡京駅西口すぐ ●阪急長岡天神駅より徒歩15分

バンビオで創作活動をされている
サークル・団体の皆さんによる合
同展覧会！
会期中に初心者向け体験会も
開 催 、作って楽しいスペシャル
ウィークです！

楽しみもりだくさん！

Vol.1 家庭で
落語を楽しもう
Vol.2 腹話術を
やってみよう

第10回
バンビオ
展示ウィーク〈春〉

落語・腹話術を鑑賞し、演者
の手ほどきで「話す・聴く」コ
ミュニケーション力を磨こう！

はじめての
オカリナ
演奏体験会
オカリナの初心者向け体験
会が実現！これを機会に「音
を奏でる」楽しさをご一緒に！

バードカービング
体験会（見学可）
木の塊から生きているような
鳥を彫り出し、彩色する様子
を見学。希望者は制作体験も
できます！

各催事の参加募集情報は裏面インフォメーションをご覧ください。

