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市民交流フロア　ニュース

きっかけ、みつかる、バンビオで
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10月 Vol.22〈年4回発行〉

◎「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！】
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

上記イベントお問い合わせは中央生涯学習センターへ 　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！

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

クリスマス講座①
親子で挑戦！ 
～レザークラフト体験～

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

12月6日（日）
14：00～16：00

4F 学習室１

受付　11月5日（木）10:30～11月30日（月）17:00まで
対象　小学4年生以上の子どもと保護者　定員　20名（先着順）
料金　ペンケース（メガネケースにもなります）：1100円
　　　コインケース：550円　※どちらか1点を申込時にお選びください
詳細はチラシ・HPをご覧ください

クリスマス講座②
親子cooking！vol.2 
～簡単でおいしいパウンドケーキ（仮）～

12月20日（日）
13：00～16：00

6F 食工房

受付　11月9日（月）10:30～12月10日（木）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　10組（先着順）
料金　1,100円/1組（保護者と子ども）
詳細はチラシ・HPをご覧ください

センター利用者が創るライブイベント
バンビオライブ缶
　　Dance★special 
 in ガラシャウィーク2015

11月1日（日）
10：40～12：30（予定）
※雨天時は11月7日（土）
　に順延

バンビオ広場公園

観覧無料
申込不要、どなたでもご覧いただけます
出演団体・タイムスケジュール等の詳細は、チラシ・HPをご覧ください

第2回 バンビオ手づくりアート講座
あみぐるみの
　クリスマス指人形を作ろう！

12月5日（土）
9:30～16:00
（昼休憩あり）
3F 特別展示室

受付　11月2日（月）10：30～11月30日（月）17：00まで
対象　18歳以上、かぎ針編みの経験がある方
定員　20名（先着順）
料金　1,700円
詳細はチラシ・HPをご覧ください

気軽にフラッと地域の手づくりコンサート
ふらっとコンサート vol.10 
～出演：ラテンジャズビッグバンド
                「オルケスタ山崎」～

男子料理教室
たのしく“つまめる”
　　　クリスマスの一品

はじめの一歩体験会
古地図を持って歴史歩き
　～西国街道を行く～
※2頁に関連情報があります

※3頁に関連情報があります

センターで創作活動をされている
皆さんの合同展覧会
第11回 バンビオ展示ウィーク
★出展者による初心者向け制作体験会も開催

12月12日（土）
15：00～17：00
（開場14：30）

3F メインホール

受付　11月4日（水）10:30～
定員　150名（先着順、小学生以下は保護者同伴）
料金　ワンドリンク・クッキー付【前売】大人500円／小学生以下300円／
　　　3歳以下無料、【当日】大人600円、小学生以下は前売りと同じ
詳細はチラシ・HPをご覧ください

12月12日（土）
10：00～13：00

6F 食工房

受付　11月5日（木）10:30～12月1日（火）17:00まで
対象　20歳以上の男性
定員　20名（先着順）
料金　2,000円～3,000円（調整中。お問合せください）
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

10月30日（金）
10：00～12：30

6F 会議室2

受付　10月2日（金）10：30～
対象　どなたでも
定員　20名（先着順）
料金　無料
持ち物：飲み物、歩きやすい服装・靴で参加
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

2016年
1月16日（土）～
23日（土）
※19・20日は展示替のため
　開場時間が異なります
2F 市民ギャラリー

前期　1月16日（土）10：00～19日（火）15：00
後期　1月20日（水）11：00～23日（土）17：00
入場無料、どなたでもご見学いただけます
※制作体験会には定員（先着順）があり材料費がかかります
出展団体・展示内容・体験会等の詳細は、チラシ・HPをご覧ください

秋号
【ビー！】

調理台に1台ずつ計7台設置されてい
る、パワフルなガスオーブンは、本格
的なお料理やお菓子にも安心して挑
戦して頂けます。パン生地の発酵機
能もあり、様々なお料理が可能です。

業務用の冷蔵・冷凍庫は、大容量で冷
却力も抜群です。ご家庭の冷蔵庫で
は入りきらない食材・お料理の冷却
に是非ご活用ください。

12月12日開催決定！12月12日開催決定！
講師：Relish 森かおる先生
詳しくは４頁をご覧ください

クリスマスやパーティーで、楽しく
つまめる一品をいろいろ作ります。
身近な人や家族を、貴方の料理で
びっくりさせちゃいましょう！

たのしく“つまめる”
クリスマスの一品
たのしく“つまめる”
クリスマスの一品

男子料理教室

～友人や恋人を、手軽な料理でおもてなし～

オススメ① 調理器具が充実 !

オススメ② ガスオーブン完備 !

オススメ③ 大型冷蔵庫！

道具も設備も充実！食工房で食欲の道具も設備も充実！食工房で食欲の

☆タルト型×いちじく →大人なフルーツタルト

☆パイ型×りんご →しっとりアップルパイ

☆シフォン型×柚子 →さっぱり柚子シフォンケーキ

☆蒸し器×あずき →ホクホクあんまん

☆ゼリー型×梨のコンポート→つるっとゼリー

お菓子作りに挑戦！
☆麺打ちセット×新蕎麦 →打ち立てざるそば
☆蒸し器×栗・キノコ→ふっくら秋おこわ
☆大型炊飯器×新米・秋鮭→子ども達の
　　　　　　　　　　　　　 おにぎりパーティー

☆大型寸胴鍋×さといも →芋煮会
☆オーブン×南瓜→ハロウィンかぼちゃパン

思いっきり料理を楽しむ！

こんな楽しみ方はいかがですか？

男性も



【ビー！】 【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。

バンビオでの様子
台湾のマンドリンクラブとジョイントコンサート
バンビオでの様子
台湾のマンドリンクラブとジョイントコンサート

クリスマス前にも親子でお楽しみいただける講座を
計画しています！

■バンビオでは、こんな活動をしています！

「よき仲間、よき音楽に囲まれて30余年」

ながおかマンドリーノ 南出禮子さん

■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、

結成当初はドレミの練習から始まり、どんどん色々な曲に
チャレンジして上達してきましたが、上を目指しての挑戦
はどこまでも。新しい曲に取り組み、新しい楽器とコラボ
するおもしろさと楽しみが大きなやりがいです。良い仲
間に囲まれて、日常を忘れて演奏に没頭できる時間が
とても幸せです。

～活動への想い～

　1979年の結成から今年で36年目。総勢30名ほどで精力的
に練習・演奏活動をされています。定期演奏会で他の楽器と協演
したり、海外の楽団と公演をしたりと、多彩なステージをこなされ
る一方、様々な施設でのボランティア演奏会もされています。
　2016年5月21日には京都コンサートホールで津軽三味線と
協演しての定期演奏会が決まっているそうです。

今年5月に開催された定期公演の様子。この公演ではオーボエ奏者との
協演が実現しました。　

　古地図との出会いは、一年半程前に参加した歴史講座。昔と現代の地図とを
見比べることで、歴史に残らない市井の人々の暮らしを発見する面白さを
教えてもらい、すっかりはまってしまったのです。
　この1回きりではもったいないと、受講生10人で立ち上げたのが「古地
図で歩く会」。月1回の当番制で地域を担当し、歴史を調べ発表します。地理
の先生や古文書に詳しい人など、多彩な仲間が知識やアイディアを持ち
寄っているので、毎回違う視点から学べるのが楽しいですね。

「日常から離れて、仲間と没頭できる時間」

個性豊かなメンバーとともに

今に残るもの、昔と違うもの

　学び、歩く経験を通して、古地図から昔
の風景を思い描けるようになっているの
を実感しています。活動で得た知識が、文
学や経済学などへも興味・関心が広がって
いくことがこの会の醍醐味ですね。
　西国街道はひと通り歩き終わり、これか
らは京都の街道を中心に歩く予定です。
「はじめの一歩体験会」では、一緒にわくわく
出来る仲間と出会えることを楽しみにし
ています。

　これまで京都の東寺～兵庫の西宮宿までを結ぶ西
国街道を歩いてきました。明治期と現在の地図を比べ
ると、全く違う道になっていたりします。一方で、江戸
時代の街道絵図では、今も残る寺院や道が細かく記さ
れているのにびっくりします。全く知らない地域を担
当することもありますが、調べていくうちに、まるで
故郷のような愛着が湧いてきますよ。思わぬところで
長岡京との共通点を発見することもあり、それがまた
嬉しいのです。
　翌月には、昔の地図にある道や史跡を探して、皆で
試行錯誤しながら歩きます。まるで子供の頃の探検の
ようなドキドキ感がありますよ。

知れば知るほど･･･

＜センタースタッフより＞ 好奇心に身をまかせてのびのびと学ぶことが、この会を続ける秘訣なのでしょうね。
毎回、会の後は必ず打ち上げに行って、お酒と尽きない話を楽しまれるそうですよ。
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 熱中人ファイル vol.13
名　前：高橋征吾さん　年齢：70代
所　属：古地図で歩く会
活動日：毎月第３金曜日
　　　　バンビオで学習した翌月、実際に古地図を持って街道を歩きます
活動歴：約１年半

せいご

体験会生涯学習への第一歩を応援！
何かはじめたいけれど・・・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？

協力：「古地図で歩く会」「古地図を持って歴史歩き～西国街道を行く～」
日　　時：2015年10月30日（金）　10：00～12：30（雨天決行）
場　　所：中央生涯学習センター6階 会議室２　事前学習の後、西国街道を歩きます
対　　象：体力に自身のある方（約3㎞歩きます）
定　　員：20名
参 加 費：無料
持 ち 物：歩きやすい服装、飲料水
申し込み：10月2日（金）午前10：30より受付開始
下記までTEL・FAX、または直接ご来館してお申込みください。

出典：国土地理院ホームページ
　　 伊能中図中部近畿より一部抜粋／参考掲載
出典：国土地理院ホームページ
　　 伊能中図中部近畿より一部抜粋／参考掲載

バンビオ他での活動 毎週金曜日の午前中

• 2 • • 3 •

親子イベント『なつやすみ☆バンビオ』を
開催しました！
親子イベント『なつやすみ☆バンビオ』を
開催しました！

　センターで創作活動をされている
皆さんの合同展覧会です。
　活動の魅力をたくさんの方に伝え
てみませんか？制作体験会の開催で、
仲間を増やすチャンスもありますよ！

み な み で れ い こ

【開 催 期 間】 前期　1月16日（土）10：00～19日（火）15：00
　　　　　　　 後期　1月20日（水）11：00～23日（土）17：00
【出展申込期間】 2015年10月5日（月）～30日（金）
【出展者説明会】 2015年11月17日（火）14：00～
２F市民ギャラリーにて

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

親子で一つのことに取り組み、新しい発見や学習の
おもしろさを感じていただけた夏休みとなりました♪

※申込方法、提出書類については、バンビオ受付またはホームページで
　ご確認ください。
※開催日時の詳細は4頁のインフォメーションをご覧ください。

※詳細は４頁およびホームページをご覧ください。

第11回 バンビオ展示ウィークに出品しませんか？第11回 バンビオ展示ウィークに出品しませんか？

南出さん南出さん

【ガリ版印刷】「やぶれたところもあったけど、
きれいに印刷できてよかった」

センターevent  クローズアップ！

【ガラス工芸に挑
戦】

「カッターを初めて使った」

「きれいに模様が出た」

出展者募集！

【陶芸体験】
「また作りたい！」

【こども科学教室】
「むずかしい液晶のしくみに

びっくりした！」

【親子で coo
king】

「家でも作りたい」

「はじめて包丁を使った！」
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＜センタースタッフより＞ 好奇心に身をまかせてのびのびと学ぶことが、この会を続ける秘訣なのでしょうね。
毎回、会の後は必ず打ち上げに行って、お酒と尽きない話を楽しまれるそうですよ。

1

2
3

 熱中人ファイル vol.13
名　前：高橋征吾さん　年齢：70代
所　属：古地図で歩く会
活動日：毎月第３金曜日
　　　　バンビオで学習した翌月、実際に古地図を持って街道を歩きます
活動歴：約１年半

せいご

体験会生涯学習への第一歩を応援！
何かはじめたいけれど・・・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？

協力：「古地図で歩く会」「古地図を持って歴史歩き～西国街道を行く～」
日　　時：2015年10月30日（金）　10：00～12：30（雨天決行）
場　　所：中央生涯学習センター6階 会議室２　事前学習の後、西国街道を歩きます
対　　象：体力に自身のある方（約3㎞歩きます）
定　　員：20名
参 加 費：無料
持 ち 物：歩きやすい服装、飲料水
申し込み：10月2日（金）午前10：30より受付開始
下記までTEL・FAX、または直接ご来館してお申込みください。

出典：国土地理院ホームページ
　　 伊能中図中部近畿より一部抜粋／参考掲載
出典：国土地理院ホームページ
　　 伊能中図中部近畿より一部抜粋／参考掲載

バンビオ他での活動 毎週金曜日の午前中

• 2 • • 3 •

親子イベント『なつやすみ☆バンビオ』を
開催しました！
親子イベント『なつやすみ☆バンビオ』を
開催しました！

　センターで創作活動をされている
皆さんの合同展覧会です。
　活動の魅力をたくさんの方に伝え
てみませんか？制作体験会の開催で、
仲間を増やすチャンスもありますよ！

み な み で れ い こ

【開 催 期 間】 前期　1月16日（土）10：00～19日（火）15：00
　　　　　　　 後期　1月20日（水）11：00～23日（土）17：00
【出展申込期間】 2015年10月5日（月）～30日（金）
【出展者説明会】 2015年11月17日（火）14：00～
２F市民ギャラリーにて

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

親子で一つのことに取り組み、新しい発見や学習の
おもしろさを感じていただけた夏休みとなりました♪

※申込方法、提出書類については、バンビオ受付またはホームページで
　ご確認ください。
※開催日時の詳細は4頁のインフォメーションをご覧ください。

※詳細は４頁およびホームページをご覧ください。

第11回 バンビオ展示ウィークに出品しませんか？第11回 バンビオ展示ウィークに出品しませんか？

南出さん南出さん

【ガリ版印刷】「やぶれたところもあったけど、
きれいに印刷できてよかった」

センターevent  クローズアップ！

【ガラス工芸に挑
戦】

「カッターを初めて使った」

「きれいに模様が出た」

出展者募集！

【陶芸体験】
「また作りたい！」

【こども科学教室】
「むずかしい液晶のしくみに

びっくりした！」

【親子で coo
king】

「家でも作りたい」

「はじめて包丁を使った！」



• 4 • ★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/
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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

きっかけ、みつかる、バンビオで
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10月 Vol.22〈年4回発行〉

◎「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！】
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

上記イベントお問い合わせは中央生涯学習センターへ 　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！

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

クリスマス講座①
親子で挑戦！ 
～レザークラフト体験～

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

12月6日（日）
14：00～16：00

4F 学習室１

受付　11月5日（木）10:30～11月30日（月）17:00まで
対象　小学4年生以上の子どもと保護者　定員　20名（先着順）
料金　ペンケース（メガネケースにもなります）：1100円
　　　コインケース：550円　※どちらか1点を申込時にお選びください
詳細はチラシ・HPをご覧ください

クリスマス講座②
親子cooking！vol.2 
～簡単でおいしいパウンドケーキ（仮）～

12月20日（日）
13：00～16：00

6F 食工房

受付　11月9日（月）10:30～12月10日（木）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　10組（先着順）
料金　1,100円/1組（保護者と子ども）
詳細はチラシ・HPをご覧ください

センター利用者が創るライブイベント
バンビオライブ缶
　　Dance★special 
 in ガラシャウィーク2015

11月1日（日）
10：40～12：30（予定）
※雨天時は11月7日（土）
　に順延

バンビオ広場公園

観覧無料
申込不要、どなたでもご覧いただけます
出演団体・タイムスケジュール等の詳細は、チラシ・HPをご覧ください

第2回 バンビオ手づくりアート講座
あみぐるみの
　クリスマス指人形を作ろう！

12月5日（土）
9:30～16:00
（昼休憩あり）
3F 特別展示室

受付　11月2日（月）10：30～11月30日（月）17：00まで
対象　18歳以上、かぎ針編みの経験がある方
定員　20名（先着順）
料金　1,700円
詳細はチラシ・HPをご覧ください

気軽にフラッと地域の手づくりコンサート
ふらっとコンサート vol.10 
～出演：ラテンジャズビッグバンド
                「オルケスタ山崎」～

男子料理教室
たのしく“つまめる”
　　　クリスマスの一品

はじめの一歩体験会
古地図を持って歴史歩き
　～西国街道を行く～
※2頁に関連情報があります

※3頁に関連情報があります

センターで創作活動をされている
皆さんの合同展覧会
第11回 バンビオ展示ウィーク
★出展者による初心者向け制作体験会も開催

12月12日（土）
15：00～17：00
（開場14：30）

3F メインホール

受付　11月4日（水）10:30～
定員　150名（先着順、小学生以下は保護者同伴）
料金　ワンドリンク・クッキー付【前売】大人500円／小学生以下300円／
　　　3歳以下無料、【当日】大人600円、小学生以下は前売りと同じ
詳細はチラシ・HPをご覧ください

12月12日（土）
10：00～13：00

6F 食工房

受付　11月5日（木）10:30～12月1日（火）17:00まで
対象　20歳以上の男性
定員　20名（先着順）
料金　2,000円～3,000円（調整中。お問合せください）
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

10月30日（金）
10：00～12：30

6F 会議室2

受付　10月2日（金）10：30～
対象　どなたでも
定員　20名（先着順）
料金　無料
持ち物：飲み物、歩きやすい服装・靴で参加
詳細は、チラシ・HPをご覧ください

2016年
1月16日（土）～
23日（土）
※19・20日は展示替のため
　開場時間が異なります
2F 市民ギャラリー

前期　1月16日（土）10：00～19日（火）15：00
後期　1月20日（水）11：00～23日（土）17：00
入場無料、どなたでもご見学いただけます
※制作体験会には定員（先着順）があり材料費がかかります
出展団体・展示内容・体験会等の詳細は、チラシ・HPをご覧ください

秋号
【ビー！】

調理台に1台ずつ計7台設置されてい
る、パワフルなガスオーブンは、本格
的なお料理やお菓子にも安心して挑
戦して頂けます。パン生地の発酵機
能もあり、様々なお料理が可能です。

業務用の冷蔵・冷凍庫は、大容量で冷
却力も抜群です。ご家庭の冷蔵庫で
は入りきらない食材・お料理の冷却
に是非ご活用ください。

12月12日開催決定！12月12日開催決定！
講師：Relish 森かおる先生
詳しくは４頁をご覧ください

クリスマスやパーティーで、楽しく
つまめる一品をいろいろ作ります。
身近な人や家族を、貴方の料理で
びっくりさせちゃいましょう！

たのしく“つまめる”
クリスマスの一品
たのしく“つまめる”
クリスマスの一品

男子料理教室

～友人や恋人を、手軽な料理でおもてなし～

オススメ① 調理器具が充実 !

オススメ② ガスオーブン完備 !

オススメ③ 大型冷蔵庫！

道具も設備も充実！食工房で食欲の道具も設備も充実！食工房で食欲の

☆タルト型×いちじく →大人なフルーツタルト

☆パイ型×りんご →しっとりアップルパイ

☆シフォン型×柚子 →さっぱり柚子シフォンケーキ

☆蒸し器×あずき →ホクホクあんまん

☆ゼリー型×梨のコンポート→つるっとゼリー

お菓子作りに挑戦！
☆麺打ちセット×新蕎麦 →打ち立てざるそば
☆蒸し器×栗・キノコ→ふっくら秋おこわ
☆大型炊飯器×新米・秋鮭→子ども達の
　　　　　　　　　　　　　 おにぎりパーティー

☆大型寸胴鍋×さといも →芋煮会
☆オーブン×南瓜→ハロウィンかぼちゃパン

思いっきり料理を楽しむ！

こんな楽しみ方はいかがですか？

男性も
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