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卒業おめでとう！ 〈思い出の映像〉
懐かしい映像や写真を映したら
お話も弾みますね。
※プロジェクター・スクリーンは貸出可（有料）

可動壁で人数や催しに合わせて
レイアウト自由自在
50～100名程度

市民ギャラリー

特別展示室

メインホール

片面ガラス張りで開放感抜群！
思い出の品は展示ケースに飾れます。
30～50名程度

大規模なパーティーや発表会に
音響設備・大型スクリーン・簡易ステージや照明演出が
利用できるのでダンスやバンドの発表にお使いください。
100～150名程度

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）
2016年1月 Vol.23〈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

上記イベントの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

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

バンビオ文学講演会
「源氏物語と冷泉家」
～講師：岩坪 健教授（同志社大学）～

2月28日（日）
14：00～15：30
（開場12：30）
2F 市民ギャラリー

●受付　2月3日（水）10:30～
●定員　100名（先着順）
●料金　前売500円/当日600円
詳細はチラシ・HPをご覧ください

●受付　２月18日（木）10：30～
●対象　どなたでも　●定員　20名（先着順）　●料金　無料
●持ち物　動きやすい服装、タオル、飲み物
詳細はチラシ・HPをご覧ください

はじめの一歩体験会
「ハワイアンフラをご一緒に！」
※2頁に関連情報があります

3月17日（木）
14：00～16：00
４F 交流室１

3月21日（月・祝）
10：15～11：40
3F メインホール

バンビオ ファミリー人形劇
「カマキリと月」／
「ずんぐりイモムシの夢」
上演：人形劇団クラルテ

バンビオ健康のつどい
「オーケストラと歌う
　♪春・懐かしのメロディー♪」
演奏：室内管弦楽団アンサンブル・クローバー

3月8日（火）
13：30～15：00
3F メインホール

●受付　2月2日（火）10：30～
●対象　60歳以上　●定員　100名（先着順）
●料金　無料
詳細はチラシ・HPをご覧ください

●受付　受付：2月16日（火）10：30～
●対象　幼児から小学生とその保護者※未就学児は保護者同伴
●定員　150名
●料金　前売1,200円/当日1,500円※3歳未満無料
詳細はチラシ・HPをご覧ください

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

前期
1月16日（土）～19日（火）
後期
1月20日（水）～23日（土）
各日10：00～17：00★
2F 市民ギャラリー

★展示替のため19日は15：00まで、20日は11：00より開場
どなたでもご見学いただけます
入場無料（製作体験会には材料費要。当日先着順受付、定員あり）
※出展団体・展示内容・体験会の詳細は、チラシ・HPをご覧ください

冬号
【ビー！】

長岡京市中央生涯学習センター

自 習 室
はじめました！

受験や資格試験の勉強に
お使いいただける、
共同利用の自習室です。
ぜひご活用ください！

開放日：毎週１～２日程度
※前月27日にHP等でお知らせ
時　間：10:00～21:00
対　象：中学生以上
定　員：同時利用10名まで
申　込：当日受付にて（予約不可）

〔料金/1人〕
3時間まで　  ：300円
3～6時間まで：400円
6時間以上　  ：500円

〈自由に飾れる空間〉
子供たちと一緒にデコレーション！
作品や写真を飾ってもいいですね。

思い出彩る手づくりパーティーを！



【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。

30名ほどが集まって楽しく交流しています。
みんなで「I love you!」のポーズ♪
30名ほどが集まって楽しく交流しています。
みんなで「I love you!」のポーズ♪

「誰もが暮らしやすい社会をつくりたい」
乙訓手話サークルでんでん虫 中瀬陽子さん

■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、

活動に参加して9年目、手話も言語のひとつですから、個人
や地域によって表現が違っていてとても奥深いものだなと感
じています。聴覚障がい者の方は聞く力の代わりに、見る力・
表現する力が非常に長けていて、手話だけでなく身振りの多
様さにも驚かされるんです。おしゃべり好きな方が多く、伝わ
る喜び・面白さを感じられるのがこのサークルの魅力ですね。

～活動への想い～

40周年を迎える「でんでん虫」さんには、現在100名以上の会員が
いらっしゃいます。活動の目的は、手話を通して①ろう者との交流を深め
②彼らの抱える問題を理解することで③地域に輪を広げていくことです。
はじめての方はまず、春と秋に長岡京市が開催する入門講座で基礎を
学んで頂くことをオススメします！

「第38回障がい者児の人権を考える市民のひろば」では
中央公民館で手話歌を披露しました。

　フラに出会ったのは10年前、それ以前もバレエやフラメンコ、フォーク
ソングや和太鼓と、魅かれたものは色々やってきましたが、コンサートで
ハワイアンミュージックにぐっと引き込まれ「この音楽で踊りたい」という
思いが止まりませんでした。
　フラはハワイの伝統的な歌舞芸術で、自然物や人々を敬い思いやる精神
性を表現する、神様への祈りから始まったものです。知れば知るほどフラの
懐の深さや世界観の広さに魅了されました。
　去年の3月まで、仕事と子育てをしながら、自分のレッスンと生徒さんの
指導を続けてきました。時間は思うように取れませんでしたが、その中で
効率よく動き、工夫して時間を作るようになりました。フラがあるから仕事
も頑張れるし、毎日の張り合いになっていたと思います。

「学びも“出会い”、気になったらやってみて！」

ハワイアンミュージック、そしてフラとの出逢い

気になっていることには意味がある

　教え始めたのは5年前、教えるって何年
経っても難しいです。
　フラの歌・動きには一つひとつに意味が
あり、ハワイ語の「アロハ」が意味する生命
や敬愛の精神も表現するもので、曲や踊り
の意味を理解していないと踊れないし、教
えられません。外国語を訳すように、ニュア
ンスの違いが個性や感性として踊りに現れ
るんです。私の解釈がそのまま生徒さんに
伝わるのが、教えることの楽しみや面白さ
であり、また怖さもあります。
　みんなで歌詞や曲の理解を深め、踊りが
一つにまとまっていく過程に、言葉にでき
ない充実感がありますね。きっと、フラを通
じてお互いのことも理解し合っているのだ
と思います。

　教えながらも、常に「もっと学びたい、もっと知りた
い」と思うし、フラと出逢ってなかったら今の私はなかっ
たと思っています。その時々に自分の中で気になって始
めたことが、今の私をつくっています。全ては縁であり、
何か意味があると思うのです。
　みなさんも興味を持ってやりたいことがあるなら、臆
せず一歩踏み出してみてください。きっと自分の何かが
動きだしますよ！

教えることの面白さと怖さ

＜センタースタッフより＞ 中武さんのバイタリティーと前向きな生き方に敬服します。
「いつかやりたいなぁ」と唱えているだけではダメだな、と思わずにはいられませんね。
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 熱中人ファイル vol.14
名　前：中武由美子さん　年齢：50代
所　属：YUMI HULA STUDIO
活動日：土曜日/午前中
活動歴：約10年

体験会生涯学習への第一歩を応援！
初めてでも大丈夫？・・・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：「YUMI HULA STUDIO」「ハワイアンフラをご一緒に！」
日　　時：平成28年3月17日（木）  14：00～16：00
場　　所：中央生涯学習センター４階 交流室1
対象・定員：どなたでも、20名まで（先着順）
参 加 費：無料
持 ち 物：動きやすい服装、タオル、飲み物
申し込み：２月18日（木）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。

【バンビオでの活動：毎週水曜日の午後】

• 2 • • 3 •

【長岡京市中央生涯学習センター】TEL：０７５－９６３－５５００　FAX：０７５－９６３－５５０４ 「でんでん虫」
中瀬さん

「でんでん虫」
中瀬さん

体験会レポート

古地図を持って歴史歩き～西国街道を行く～
～秋号の「熱中人」で取り上げた『古地図で歩く会』体験会の模様をお届けします～

見事な秋晴れのなか、体験会スタート！『古地図で歩く会』
高橋さんのガイドで、明治の地図を頼りに西国街道を歩
きました。神足商店街・ふれあい町家を通って一文橋ま
での短い道程でしたが、沢山の発見がありましたよ。

何気ない風景にも、物語があります。例えばこの水路は、
室町～戦国時代に大原野から水を引くために作られたもの
だったり、JR長岡京駅周辺が実は江戸時代には藩主のお屋敷
だったり･･･。いつもの道も、少し違って見えてきます。

「昔の風景を想像するのが楽しむコツ」と高橋さん。地図や
資料を見るだけでなく、その道を歩き地形や古くから残る
ものを発見することで、今と昔の暮らしが繋がっているの
だなと実感した体験会でした。
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利用できるのでダンスやバンドの発表にお使いください。
100～150名程度

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）
2016年1月 Vol.23〈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

上記イベントの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

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

バンビオ文学講演会
「源氏物語と冷泉家」
～講師：岩坪 健教授（同志社大学）～

2月28日（日）
14：00～15：30
（開場12：30）
2F 市民ギャラリー

●受付　2月3日（水）10:30～
●定員　100名（先着順）
●料金　前売500円/当日600円
詳細はチラシ・HPをご覧ください

●受付　２月18日（木）10：30～
●対象　どなたでも　●定員　20名（先着順）　●料金　無料
●持ち物　動きやすい服装、タオル、飲み物
詳細はチラシ・HPをご覧ください

はじめの一歩体験会
「ハワイアンフラをご一緒に！」
※2頁に関連情報があります

3月17日（木）
14：00～16：00
４F 交流室１

3月21日（月・祝）
10：15～11：40
3F メインホール

バンビオ ファミリー人形劇
「カマキリと月」／
「ずんぐりイモムシの夢」
上演：人形劇団クラルテ

バンビオ健康のつどい
「オーケストラと歌う
　♪春・懐かしのメロディー♪」
演奏：室内管弦楽団アンサンブル・クローバー

3月8日（火）
13：30～15：00
3F メインホール

●受付　2月2日（火）10：30～
●対象　60歳以上　●定員　100名（先着順）
●料金　無料
詳細はチラシ・HPをご覧ください

●受付　受付：2月16日（火）10：30～
●対象　幼児から小学生とその保護者※未就学児は保護者同伴
●定員　150名
●料金　前売1,200円/当日1,500円※3歳未満無料
詳細はチラシ・HPをご覧ください

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

前期
1月16日（土）～19日（火）
後期
1月20日（水）～23日（土）
各日10：00～17：00★
2F 市民ギャラリー

どなたでもご見学いただけます
入場無料（制作体験会には材料費要。当日先着順受付、定員あり）
※出展団体・展示内容・体験会の詳細は、チラシ・HPをご覧ください
★展示替のため19日は15：00まで、20日は11：00より開場

冬号
【ビー！】

長岡京市中央生涯学習センター

自 習 室
はじめました！

受験や資格試験の勉強に
お使いいただける、
共同利用の自習室です。
ぜひご活用ください！

開放日：毎週１～２日程度
※前月27日にHP等でお知らせ
時　間：10:00～21:00
対　象：中学生以上
定　員：同時利用10名まで
申　込：当日受付にて（予約不可）

〔料金/1人〕
3時間まで　  ：300円
3～6時間まで：400円
6時間以上　  ：500円

〈自由に飾れる空間〉
子供たちと一緒にデコレーション！
作品や写真を飾ってもいいですね。

思い出彩る手づくりパーティーを！
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