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バンビオ

【ビー！】【ビー！】

夏号

メニュー：夏野菜カレー・ひんやりサラダ・デザート

『夏野菜』ってどんな野菜？どうして、野菜を
食べなくちゃいけないの？管理栄養士の先生
と、食べることの大切さを考えながら、皆と
一緒にお昼ご飯を作って食べるよ。

①はじめての料理教室①はじめての料理教室
子ども料理教室

～夏野菜を学んで食べよう！～
子ども料理教室

～夏野菜を学んで食べよう！～

夏のバンビオは『はじめて』がいっぱい！夏のバンビオは『はじめて』がいっぱい！
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いろいろな形の専用シールを貼って熱を加
えると、オリジナルの食器をデザインできる
のが「ポーセラーツ」！マグカップかケーキ皿
を申込時に選んで、かわいい食器を作ろう！

③はじめてのポーセラーツ③はじめてのポーセラーツ
ポーセラーツ体験

～オリジナルの食器をつくろう～
ポーセラーツ体験

～オリジナルの食器をつくろう～

布にはどうしていろんな色があるのかな？
草や木の根っこから自然の染料を取り出し
て、布にさまざまな色をつける「草木染め」を
体験してみよう！今回は「藍」という染料で、
世界にひとつだけのハンカチを染めるよ。

②はじめての染め物②はじめての染め物
染め布体験

～藍染めでハンカチを染めてみよう～
染め布体験

～藍染めでハンカチを染めてみよう～



【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。

「最初はへたくそな方が、作る喜び大きい」
 熱中人ファイル vol.16

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：竹細工教室
「はじめての竹細工～四海波籠をつくろう～」
日　　時：平成28年9月9日（金）　13：30～15：30
場　　所：中央生涯学習センター4階 学習室２
対象・定員：20歳以上　 15名まで
参 加 費：500円
持 ち 物：なし
申し込み：8月5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。
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【長岡京市中央生涯学習センター】TEL：０７５－９６３－５５００　FAX：０７５－９６３－５５０４

工作が好きで･･･1

名　前：山本　雄介さん　年齢：39歳

所　属：京都寶介（竹細工教室）
活動日：毎週火曜日・土曜日

きょうと ほうすけ

　高校を卒業したあと、伝統工芸を学ぶ専門学校に通うようになって初めて竹
細工を学びました。もともと器用な質で、工作が好きな子どもでしたが、それま
で竹を意識したことなんて全くありませんでした。結局そこで2年間竹細工の
勉強をして、今日まで約20年続けてきたのも不思議な縁だなと思います。

竹の面白さ2
　専門学校を卒業してすぐに、竹工の会社で働きはじめ、7年前に独立しました。本業では細工
物から竹垣まで幅広く扱っているのですが、一人でやっているからこそ、顧客さんがどんなも
のを求めているか、直接色々な提案が出来るのがいい所ですね。竹が面白いのは、人間のあらゆ
る生活に寄り添ってきた素材だから。古代から、籠や食器などの日用品だけでなく、建築にも使
われていて、しかも食べると美味しい！こんなに使い道のある素材ってほかにありませんよ。

生徒のやる気を大切に3
　教室では、生徒さん一人ひとりの興味やペースに合せた教え方をしています。沢山の
作品をこなして腕を上げる人もいれば、難しい作品にじっくり時間をかけて向きあう人
もいて様々です。ここではまず、どんな人でも素材から作ってもらうのがルール。竹を自
分の編みたい細さに割いて削る、これが最初は難しくて思うような作品になりません
が、苦労もまた竹細工の醍醐味です。皆さん試行錯誤しながら楽しそうに作っています。
自分の技術で喜んでもらえるのが、教室の楽しいところですね。

ほう



【ビー！】

●平成29年6月以降に施設利用をご予定の方へ●

【更新期間】
●区分貸し施設（メインホール、市民ギャラリーなど）
　平成28年8月1日から10月20日まで
●時間貸し施設（会議室、創作室など）
　平成28年8月1日から平成29年２月20日まで
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体験会レポート

書画に親しむ―書とはがき絵
～春号の「熱中人」で取り上げた『香尚書道ひろば』さんの体験会の様子をお届けします～

『香尚書道ひろば』さんでは書道クラス（第４金曜日）と水墨画
クラス（第３木・金曜日）を開講中！
（※7月の水墨画クラスは第３木曜日と第４金曜日）
ご興味のある方は、センターまでお問合せください。

　現利用者様の登録有効期限は平成29年5月31日までとなっています。
そのため、平成29年6月以降に施設利用をご予定の方に関しましては、
利用登録の更新が必要となります。

　更新手続きの詳細に関しましては、窓口またはＨＰにて、お問合せ・ご確認下さい。

まるで真夏を思わせるようなお天気のなか、たくさ
んの方にお集まり頂きました。今回は、水墨画のはが
き絵制作を体験！当日の暑さもやわらぐ、涼しげな朝
顔に挑戦しました。

「花から描いてくださいね」と先生。花を思い切って大きく
描くと、画面にもどっしりと安定感が生まれます。
修正のきかない緊張感のなか、皆さん、ぐっと息を呑んで手元
に集中･･･「家にいると、こんなに静かに集中できないので、
とても良い気分転換になりました」とのお声も。どう描けばいい
か分らないところは、先生が一人ひとりに筆を取ってアドバ
イス。難しい･･･だけど、何かに没頭できる時間の心地よさを
知った、体験会でした。
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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

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

【ビー！】

お問い合わせ・お申し込みは　中央生涯学習センターへ　TEL 075-963-5500各イベントの詳細は、チラシ・HP等をご覧ください。

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

タイトル 日時・場所 募集要項・その他

なつやすみ☆バンビオ①子ども料理教室
「夏野菜を学んで食べよう！」
講師：管理栄養士　細井佳代子

７月24日（日）
10：30～14：00
６Ｆ食工房

７月24日（日）
10:30～12:00
３Ｆ特別展示室

８月６日（土）
①10：30～12：00
②13：30～15：00
６Ｆ創作室１

８月７日（日）
13：00～15：00
６Ｆ創作室１

８月17日（水）
11：00～14：00
６Ｆ食工房

８月18日（木）
10：30～11：30
２Ｆ市民ギャラリー

８月20日（土）
10：00～11：00
３Ｆメインホール

８月23日（火）
13：30～15：30
2F市民ギャラリー

夏野菜の種類・栄養を学ぶ、子どもたちだけでの料理教室
●受付　７月２日（土）10：30～7月20日（水）17：00
●対象　小学４年生以上中学生以下  ●定員　18名  
●料金　1300円/1人  ●持ち物　エプロン・タオル・筆記用具

柄や形の専用シールを貼って、オリジナルの食器を作成
●受付　７月２日（土）10：30～7月25日（月）17：00
●対象　４歳以上の子どもと保護者（小３以下は保護者同伴）  ●定員　40名
●料金　1500円（1作品・1人）※マグカップかケーキ皿のどちらか  
●持ち物　はさみ・ピンセット

簡単な用具を使って、ハンカチをオリジナルの模様に染め上げる
●受付　7月2日（土）10：30～　※講座は①②ともに同内容
●対象　５歳以上（小3以下は保護者同伴）  ●定員　各回20名  
●料金　1500円／１人（ハンカチ付き）  
●服装　体操服、又は汚れてもよい服装

チーズやヨーグルトを使った、親子料理教室
●受付　７月16日（土）10：30～
●対象　小学生以上の子どもとその保護者  ●定員　10組20名  
●料金　1800円／1組
親子で楽しむ実験室－196℃の液体窒素を使った楽しい科学実験など
●受付　７月17日（日）10：30～
●対象　親子ペア（小学生と保護者の方）  ●定員　40名  
●料金　無料
メインホールの大スクリーンを使った、オリジナル紙芝居の上映
●受付　●定員　当日先着100名
●対象　４歳以上の子どもとその保護者（５歳以下は保護者同伴）  
●料金　300円/1人（飲み物付）
液晶テレビの分解体験や、分光シートを使った光の万華鏡作りなど
●受付　7月17日（日）10：30～
●対象　小学生以上の子どもとその保護者（小２以下は保護者同伴）  
●定員　40名  ●料金　無料

子育てに関するお金講座　お子さまは、もれなくオリジナル貯金箱作り
●受付　７月２日（土）10：30～ 
●定員　10組20名 ※ご興味のある方はお一人でも可
●料金　無料

７月16日（土）
13：30～16：10
３F　メインホール

バンビオ利用者５組による多彩なジャンルの音楽ライブイベント
申込不要、当日自由見学
どなたでも入場可能・入場無料

バンビオライブ缶2016
～Music Special～

８月19日（金）
14：00～15：30
３F　メインホール

神足落語研究会による、無料落語会
受付：7月16日（土）10:30～
料金：無料　対象：60歳以上　定員：40名

バンビオ健康のつどい
「落語で楽しいひとときを！」

８月21日（日）
13：30～15：20
３F　メインホール

バンビオ利用者5組によるダンスライブイベント
申込不要、どなたでも入場可能・入場無料

第１回バンビオSTEP UP LIVE!
～Dance★ver.～

８月28日（日）、９月11日（日）、
25日（日）
14：00～15：30

おなじみの連続講座　今回は、冷泉家のルーツから源氏物語を学ぶ
受付：8月2日（火）10：30～
詳細は後日センターチラシ・ＨＰにて発表

源氏物語と冷泉家

子育て世代応援セミナー！
「子育て世帯のためのお金見直し術」
講師：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
　　　　京都お客様サービスプラザ

なつやすみ☆バンビオ③ポーセラーツ体験
「オリジナルの食器をつくろう」
講師：日本ヴォーグ社
ポーセラーツインストラクター  今尾有美子

なつやすみ☆バンビオ②染め布体験
「藍染でハンカチを染めてみよう」
講師：天然色工房手染メ屋　青木正明

バンビオ夏休み特別企画
「エネルギーのお話と科学実験」
講師：大阪ガス株式会社

夏休み　親子de食育クッキング
講師：雪印メグミルク株式会社食育担当

なつやすみ☆バンビオ④夏休みおはなし会
「スクリーン紙しばい上映会」
講師：石神 誠

なつやすみ☆バンビオ⑤こども科学教室
「液晶テレビのしくみ&光の万華鏡を作ろう」
講師：三菱電機株式会社京都製作所

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。
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