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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！】

★料金・貸出備品などの詳細はホームページかセンター窓口でご確認ください→http://www.bambio-ogbc.jp/

夏号

秋の夕べにコンサートや発表会をしませんか？秋の夕べにコンサートや発表会をしませんか？

準備は
今から！

―― イベント開催までの流れ ――

今からでも予約できます

打ち合わせ・会場見学

利用者さまでの調整

最 終 確 認

コンサート本番コンサート本番

【お手続きに必要なもの】
●初めてのご利用には
　①身分証明になるもの（手続きをされるご本人のもの）
　②主催団体の概要がわかる資料と名簿
●施設使用料（窓口手続き時に前納）

【決めておくこと】
●開催日時、開催内容、人数規模
●入場料の有無

●使用予定の会場を見学　※事前にセンターへご連絡ください
●貸出備品の確認、会場使用ルールの説明
●ビアノ調律、音響、照明などの専任スタッフの要・不要
（調律、音響照明などのスタッフは有料）

演奏会以外にもダンス発表会や
バンドのライブもできます♪

決まり次第、センターにご連絡ください
●申込み・打ち合わせ時に未確定だった事項
●レイアウト・備品など追加検討が必要となった事項

開催の約1～2週間前にセンターよりご連絡いたします
●貸出備品の利用予定
●持込機材の動作確認
　（CD、DVD、PCなど、会場での確認は早めにお申し出ください）
●会場レイアウト、最終タイムスケジュール
●当日の搬入・搬出

【リハーサル】
ご希望の場合はご予約のうえ、本番環境での練習・最終確認ができ
ます。
※リハーサルでのご利用は施設・備品使用料が基本使用料の70％となります



【ビー！】

生涯学習 人
しょう　 がい　がく　 しゅう びとねっ　ちゅうねっ　ちゅう

 熱中  ～新しい活動のきっかけを
　　　　　探している方へ～

■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。

地域活動に参加したのは保育ボランティアが最初でしたが、自分自身が
スポーツ好きだったこともあり、その後スポーツで地域と関わって、指導者
の資格を取りました。それから、健康体操や親子体操の指導者として活動を
はじめることになりました。最初は期待と不安が入り交じっていましたね。
“元気なシニアと活動を共にしたい”という気持ちが今の活動につながっ
ています。祖母が積極的に体を動かす人で、94歳で亡くなる前まで自宅の
庭先や近所を歩くなど、元気に過ごしていた姿が印象に残っています。体を
動かすことの大切さを伝えて、体力維持のお手伝いができたらと思って
います。

「明るく元気に長生きできる人が増えますように！」

元気なシニアと活動を共にしたい

参加者に合わせてひと工夫 私自身、声がかかれば、色々な会場で様々な皆さんと
一緒に活動してきました。また最近では、参加メンバー
が、デイサービス等のボランティア活動でこの体操を取
り入れてくださっている一面もあり、自然な良い形で広
がりつつあります。
バンビオではスタート当初から10年来のメンバー

10人ほどを含む約40名で活動しています。はじめた
時期に関係なく、皆さんとても仲が良くて、体操以外で
お食事などで集まる機会もあって嬉しいです。
10年も経つと体力や内容などはじめた当時のまま

では難しい部分が出てきます。健康状態や要望に耳を
傾け、自分なりに情報を収集しながら、たくさんの方々
と運動する機会を持って、無理なく永く続けていくこと
がこれからの目標ですね。

参加した講習会で私にはハードなものがあって、頸椎を痛め
たことがあります。それで“自分の状態に合った動き”というの
がとても大切だと実感しました。参加された皆さんが“良かっ
た”と思われるかどうかは、ご自分の状態に合っていたかどう
か、気持ちよく体が動かせたかどうかが大きいと思います。で
すから、参加される方に合ったプログラムを考えることを大切
にしています。
参加メンバーのその時の状態に合った体操にアレンジもしま

すし、参加年齢層に合わせたBGMを考えたり、オリジナルの道
具を用いたりと、飽きずに楽しく続けられる工夫をしています。
皆さんが笑顔で活動されて、終了時に 「休まず来れてよかっ

た。体が軽くなった」 というひとことを聞けると何より嬉しい
です。

自然と活動が広がっていきました

＜センタースタッフより＞ 多方面で活躍されている山本さんですが、10/8にはセンター催し「バンビオ健康のつどい」でも
ご指導いたくことが決定しています。募集内容は4頁をご覧ください。
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 熱中人ファイル vol.12
名　前：山本よしゑさん　年齢：60代
所　属：セラビクスバンビオクラブ（サウンド・セラビクス）
　　柔らかいボールなどを用いて音楽に合わせて楽しく体を動かしています♪

　　　　月３回、バンビオで活動中
活動歴：10年目

お問合せ：長岡京市中央生涯学習センター  TEL.０75-963-55００

バンビオ体験フェスタ協力グループ募集！
初心者向けの一日体験会“バンビオ体験フェスタ「健康・運動編」”を
今年も9月29日（火）に開催予定です！
体験参加者の方へご指導くださるグループ・団体の皆さん、この機会に新しい仲間を
迎えて、これからの活動を活性化しませんか？
※1組当たりの持ち時間は1時間程度を予定しています。
　４頁に関連情報があります。合わせてご覧ください。

ご協力いただける皆さんは、ぜひセンター窓口かお電話でお知らせください
募集期間：平成27年7月1日（水）～7月31日（金） 午後5時
※応募多数の場合、センターで調整させていただきます

前回体験フェスタの様子前回体験フェスタの様子
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【ビー！】

バンビオでの練習の様子バンビオでの練習の様子

■次回は平成28年1月に開催予定です。

■バンビオでは、こんな活動をしています！

「仲間と一緒に楽しく大きな声で歌ってます」
女声合唱団Aya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、

「いい合唱をしたい」、「いい音楽をつくりたい」という想いで、和
気あいあいとした雰囲気の中、一生懸命練習に取り組んでいま
す。ポップスからミュージカル・オペラの曲までジャンルを問わず
歌っています。歌うことは健康にもいいですし、みんなで声を合
わせてひとつのハーモニーになる瞬間は感動です。仲間と一緒
に楽しく歌って、ステージに立ってみませんか？

～活動への想い～

いつもバンビオで練習されている女声合唱団の皆さん。
今年で結成９年目。バンビオの交流室を中心に、幅広い
年齢層のメンバーで精力的に練習されています。

京都合唱祭では8回連続で優秀賞を、関西合唱コンクールでは金賞な
ど、発表・受賞の実績は関西全域です！

女声合唱団Ayaの中島さん女声合唱団Ayaの中島さん

バンビオでの活動
毎週水曜と土曜の2回、月に計6回程度10時～13時
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第10回 バンビオ展示ウィーク〈春〉
を開催しました ！

第10回 バンビオ展示ウィーク〈春〉
を開催しました ！

参加団体の募集は10月頃から行います。皆さんぜひ次回も力作を
お寄せください！！
※詳細はホームページをご覧ください

　5月3日～10日、恒例のバンビオ展示ウィークを開催しました。日頃バ
ンビオで創作活動をされている皆さんに、その成果を発表いただくた
めの合同展覧会です。
　今回は前期・後期に分けて期間を長くして、前期10グループ、後期11
グループの皆さんにたくさんの作品を展示していただきました。今回初
めて参加いただいたグループも多く、制作体験会も多彩なものとなりま
した。
　展示や体験会を通して、新たに創作活動をはじめたいな、と心が動い
た方もいらっしゃった様子です。

親子イベント
『なつやすみ☆バンビオ』を

お楽しみに！！

親子イベント
『なつやすみ☆バンビオ』を

お楽しみに！！
　今年の夏休みは、バンビオでいろんな
体験ができます！
　日頃一緒に習い事や催しに参加する機会
が少ないご家族も、この機会に「夏休みの
1日体験」はいかがでしょうか。週替わりで
色々な講座をご用意してお待ちしており
ます！
　　① 陶芸体験 
　　　～手びねりで作る食器～
　　② ガリ版印刷 
　　　～味わい深いオリジナルはがき～
　　③ 親子でcooking ! 
　　　～ヨーグルトスコーン＆豆腐白玉だんご～
　　④ こども科学教室 
　　　～液晶テレビのしくみ～
　　⑤ ガラス工芸に挑戦 
　　　～サンドブラストグラスを作ろう～

※詳細は4頁のインフォメー
　ションかホームページを
　ご覧ください

開催予告

センターevent  クローズアップ！
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主催事業インフォメーション 講座

子ども

音楽 展示

料理 健康

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 be@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！

問合

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
●ＪＲ長岡京駅西口すぐ　●阪急長岡天神駅より徒歩15分

なつやすみ☆バンビオ①
陶芸体験 
～手びねりで作る食器～

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

7月26日（日）
14：00～16：00

2F 市民ギャラリー

受付　7月2日（木）10:30～7月20日（月祝）17:00まで
対象　5歳以上の子どもと保護者（小4以下は必ず保護者同伴）
定員　30名（先着順）　
料金　1,500円/作品1点　問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

なつやすみ☆バンビオ②
ガリ版印刷 
～味わい深いオリジナルはがき～

8月2日（日）
13：30～16：00

2F 市民ギャラリー

受付　7月2日（木）10:30～
対象　小学生以上の子どもと保護者（小学生以下は必ず保護者同伴）
定員　30名（先着順）　
料金　500円/1人　問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

なつやすみ☆バンビオ③
親子でcooking ! 
～ヨーグルトスコーン＆豆腐白玉だんご～

8月9日（日）
13：00～16：00

6F 食工房

受付　7月2日（木）10:30～7月31日（金）17:00まで
対象　小学生以上の子どもと保護者（小学生以下は必ず保護者同伴）
定員　30名（先着順）　
料金　中学生以上600円、小学生300円　問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

なつやすみ☆バンビオ④
こども科学教室 
～液晶テレビのしくみ～
協力：三菱電機株式会社京都製作所

8月21日（金）
14：00～15：30

2F 市民ギャラリー

受付　7月5日（日）10:30～
対象　小学生以上の子どもと保護者（小４以下は必ず保護者同伴）
※内容は小4以上向け　定員　40名（先着順）　
料金　無料　問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

なつやすみ☆バンビオ⑤
ガラス工芸に挑戦 
～サンドブラストグラスを作ろう～

センター利用者が創る恒例ライブイベント
バンビオライブ缶
～Music Special～2015・夏

長岡京カルチャーカレッジ文学講座
源氏物語を読む
～常夏の巻～

センターで活動中のサークルの初心者向け体験会
第３回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
「シニア世代のための健康体操」
協力：山本よしゑさん（健康体操指導者）

8月29日（土）
14:00～16:00

6F 創作室1

受付　7月5日（日）10:30～8月11日（火）17:00まで
対象　小学生以上の子どもと保護者（小４以下は必ず保護者同伴）
定員　30名（先着順）　
料金　1,200円/作品1点　問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

7月20日（月祝）
13:30～16：00

3F メインホール

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7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

8月9日、23日、
9月6日、13日
各日曜日
14:00～15:30
4F 学習室2･3

受付　7月5日（日）10:30～
対象　どなたでも　定員　40名（先着順）
料金　2,000円（資料代含む）
問合　センター
詳細は、長岡京市広報7/1 号に掲載。チラシ・HPをご覧ください

9月29日（火）
10:00～16:00
（時間割未定）
3F メインホール
     特別展示室

受付　当日受付・先着順（事前申込み不要）
対象　定員　種目により異なります
料金　種目により参加費がかかることがあります（調整中）
問合　センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定

10月8日（木）
10：00～11：30
3F メインホール

受付　9月上旬受付開始予定
対象　60歳以上　定員　50名（先着順）
料金　無料　問合　センター
詳細はチラシ・HPでご案内予定
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【ビー！】


