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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

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

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

センター利用者がつくるライブイベント
「バンビオライブ缶 Dance★special」
in ガラシャウィーク2016

冬休み☆バンビオ親子講座
「レジンクラフトでオリジナルチャームを作ろう！」
講師：株式会社レシピア　山口裕子さん

気軽にフラッと地域の手作りコンサート
ふらっとコンサート　vol.11
出演：ラテンジャズビッグバンド
　　　オルケスタ山崎

11月５日（土）
10：40～12：40
※雨天時は11月
　12日（土）に順延
バンビオ広場公園

11月10日（木）
11：00～12：00　
13：30～14：30
６F配膳試食室
※午前：２回食　午後：３回食

11月６日（日）
　①11：00～
　②13：30～
　③15：00～
バンビオ広場公園

「B168プロレス　ガラシャの陣」
出場予定：ダイナ御堂選手　他

バンビオ利用者5組による多彩なダンスライブイベント。
観覧無料
申込不要、どなたでもご覧いただけます。

ガラシャウィークにプロレス参戦！
観覧無料
各1試合ずつ
サイン会・撮影会あり

「おいしく楽しむ  心と体のための
 ハーブティブレンド体験」セミナー
講師：ハーブ総合プロデュースウィズハーブ代表
　　　若林葉子さん

「知って納得 ！ 離乳食セミナー」
講師：アサヒグループ食品株式会社

冬休み☆バンビオ
「ガリ版でひと味違う年賀状を作ろう！」
講師：アーティスト　水口菜津子さん

※詳細は2頁をご覧ください 

※詳細は1頁をご覧ください  

気軽にフラッと地域の手作りコンサート
ふらっとコンサート　vol.12
～長岡京♪ピアノメイツと行く、
　　　　　　　　　世界一周の旅～

※詳細は1頁をご覧ください 

親子で楽しむボードゲーム会
10月30日（日）
13：30～16：30　　
６F和室

11月15日（火）
10：30～12：30
６F配膳試食室

12月10日（土）
15：00～17：00
３Ｆメインホール

１月８日（日）
15：00～17：00
３Ｆメインホール

第13回 バンビオ展示ウィーク センターで創作活動をされている皆さんの合同展覧会
入場無料、どなたでもご見学いただけます
※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
★展示替えのため、17日は15：00まで

前期
1月14日（土）～17日（火）
後期
1月18日（水）～21日（土）
10：00～17：00★
2F市民ギャラリー

12月17日（土）
10：30～12:00　　
３F特別展示室

11月15日（火）
17：00～19：00

国内・海外の多様なボードゲームで、楽しくコミュニケーション！
●受付　9月１0日（土）10：30～
●対象　４歳以上の子どもと保護者  ●定員　20名（先着順）
●料金　300円（親子2人1組）

「離乳食と歯のケア」の対象月齢別セミナー
●受付　10月3日（日）10：30～
●対象　乳幼児の親御様  ●定員　10組20名様（先着順）
●料金　100円  ●講師　アサヒグループ食品株式会社和光堂事業本部
ハーブの効能や上手な淹れ方をお楽しみ下さい
●受付　10月3日（日）10：30～
●対象　どなたでも  ●定員　20名（先着順）
●料金　1,200円（ティー2種＋スイーツ）

12月10日（土）
10：30～12：00
６F創作室1

親子でレジンクラフトに挑戦！
●受付　11月2日（水）10：30～
●対象　3歳以上の子どもと保護者  ●定員　20組（先着順）
●料金　1組1,200円（1組につき2つ作成）

今年はガリ版で、ひと味違う年賀状を作ってみませんか？
●受付　11月3日（木）10：30～
●対象　小学生以上（小3以下は保護者同伴） 
●定員　20名（先着順） ●料金　1,200円

はじめの一歩体験会
「はじめてのダブルダッチに挑戦！」

★出展者による初心者向け制作体験会も開催
※3頁に関連情報があります

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10月 Vol.26〈年4回発行〉
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【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

秋号
【ビー！】

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。

コンサートvol.11&12　開催決定 !

ふらっとコンサート
vol.11&12

14:30 開場　15:00 開演
前売券500円
当日券600円

子ども（小学生以下）400円
★クッキー・ワンドリンク付き
★全席自由席
★3歳以下無料
★チケットは1階受付にて販売
会場
長岡京市中央生涯学習センター
３階メインホール

チケット発売
11月５日(土)10:30～
1階受付にて販売

音楽の旅に、出掛けよう
vol.11 オルケスタ山崎

ラテンのリズムにのって、中南米の風を感じる旅

vol.12
長岡京♪ピアノメイツ

と行く、世界一周の旅

☆サークルやお教室など、皆さんの発表の場としてバンビオ〈メインホール〉を是非ご活用ください☆
（開催のご相談は１階窓口スタッフまでお気軽にお声掛け下さい）

12 10Sat.

18Sun.

「ラテン音楽は人生の応援歌、
我々は人生の応援団になろ
う！」という合言葉のもと、20
代～70代まで幅広いメンバー
が活動。ジャズ初心者の方で
も、きっと踊りだしたくなる音楽
に出会えます。
彼らの熱い演奏で、日本の寒さも
忘れて心は中南米へひとっとび！

ピアノの音色に誘われ、アメリカ大陸～
ヨーロッパを巡る世界旅行のツアーに参加
しませんか？チャイコフスキーやモーツァ
ルトの名曲から、メキシコ民謡やディズ
ニーメドレーまで、どこかで聴いたことのあ
る音楽が皆さんを迎えてくれます。
案内人：吉田京子ピアノ教室の皆さん

チケット発売 12月３日(土)10:30～



【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。
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「ダブルダッチ」とは、2本のロープを使って跳ぶ縄跳びの競技のこと。1973年、ス
ラム街の少年少女たちの非行を防ぐために、ニューヨークのある警察官がスポーツ
化したのが始まりです。私がダブルダッチを始めた約10年前は、日本での認知度は
まだまだ低く、先輩パフォーマーの姿を見ようみまねで練習していました。

「身体と心を共に育てるスポーツ目指して」

ダブルダッチってなんだ？

＜センタースタッフより＞ FUKUさんはalttype（オルトタイプ）というチームで活動されており、数々のギネス記録や受賞暦をお持ちです。
今年の９月からは、２年間シルク・ドゥ・ソレイユのメキシコ公演に在籍されています。
今後の益々のご活躍、楽しみにしています！

1

これからの目標は、ダブルダッチをオリンピック競技にすること！　教室には、世界チャンピオンになるほどの腕前に成長
した子も在籍しています。まだまだ、可能性も自由度も高いスポーツです。
私自身、各地での教室だけでなく小学校や学童クラブにも沢山呼ばれるようになりました。もっと多くの人に楽しんでもら
えるよう、これからも活動を続けていきます！

夢はオリンピック！3

ダブルダッチの大きな魅力は、ロープを回す人と跳ぶ人、誰が欠けても演技が成立し
ないところです。個人の技術だけでは上手くいきません。メンバーの実力を引き出すコ
ミュニケーション能力や、個性をどうやって生かすかを考える試行錯誤の力が必要にな
ります。他のスポーツとの大きな違いは、チーム内に１人以上の女子メンバーを含まな
ければならないというルール。性別や体格の差を越えて、互いに尊重する気持ちを持つ
ことが上達の近道です。
教室では、技術面だけでなく、日頃から挨拶や感謝の気持ちを意識するように指導し
ています。学校の外だからこそ、さまざまな人と出会い成長出来る場でありたいですね。

相手を思いやる気持ちを育てる2

 熱中人ファイル vol.17
名　前：ＦＵＫＵ　さん　　年齢：30歳

所　属：ＮＰＯ法人京都府ダブルダッチ協会

活動日：火曜17時

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：ＮＰＯ法人京都府ダブルダッチ協会
（当日の講師はFUKUさんではなく後任のAIさんとなります）

「はじめてのダブルダッチに挑戦！」

日　　時：平成28年11月15日（火）　17：00～19：00
場　　所：中央生涯学習センター　3階メインホール
対　　象：5歳～高校生まで　　　参 加 費：無料
持 ち 物：スニーカー・動きやすい服装
申し込み：10月16日（日）　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。

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



【ビー！】

■バンビオでは、こんな活動をしています！

夏号の1面で特集した夏休みイベントの様子をちょっとだけ紹介するコーナー

次回の親子イベントは
12月に開催予定！
　　　　　（4頁参照）

詳細は広報長岡京
センターＨＰ・チラシ
にてお知らせします。

• 3 •

なつやすみ☆バンビオ おおももいいでで

●展 示 期 間：2017年１月14日（土）～１月21日（土）　※前・後期での開催
●申 込 締 切：2016年10月31日（月）17：00まで
●出展者説明会：11月19日（土）11：00～　約1時間（出席必須)

第13回 バンビオ展示ウィーク出展者募集！第13回 バンビオ展示ウィーク出展者募集！
バンビオで活動しているサークル・個人の方向けの合同展覧会です
初めての方大歓迎！私たちと一緒に展示に挑戦してみませんか？

★詳細は１階受付で配布する募集要項をご覧下さい★

【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
　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。

利用者登録の更新はお済みですか？利用者登録の更新はお済みですか？
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。

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。

センターevent  クローズアップ！

夏野菜たっぷりの手作りカレー

最後はなかよくお腹いっぱい！

おっきいスクリーンで見る紙芝居は

迫力満点！みんな夢中になっちゃった

親子一緒にポーセラーツ体験

お家でたくさん使ってあげてね

藍の絞り染めハンカチ作り

予想出来ない模様にびっくり！

液晶テレビの仕組みを勉強！

３色の光から沢山の色が出来るなんて

不思議だね
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★出展者による初心者向け制作体験会も開催
※3頁に関連情報があります

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10月 Vol.26〈年4回発行〉

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

秋号
【ビー！】

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。

コンサートvol.11&12　開催決定 !

ふらっとコンサート
vol.11&12

14:30 開場　15:00 開演
前売券500円
当日券600円

子ども（小学生以下）400円
★クッキー・ワンドリンク付き
★全席自由席
★3歳以下無料
★チケットは1階受付にて販売
会場
長岡京市中央生涯学習センター
３階メインホール

チケット発売
11月５日(土)10:30～
1階受付にて販売

音楽の旅に、出掛けよう
vol.11 オルケスタ山崎

ラテンのリズムにのって、中南米の風を感じる旅

vol.12
長岡京♪ピアノメイツ

と行く、世界一周の旅

☆サークルやお教室など、皆さんの発表の場としてバンビオ〈メインホール〉を是非ご活用ください☆
（開催のご相談は１階窓口スタッフまでお気軽にお声掛け下さい）

12 10Sat.

18Sun.

「ラテン音楽は人生の応援歌、
我々は人生の応援団になろ
う！」という合言葉のもと、20
代～70代まで幅広いメンバー
が活動。ジャズ初心者の方で
も、きっと踊りだしたくなる音楽
に出会えます。
彼らの熱い演奏で、日本の寒さも
忘れて心は中南米へひとっとび！

ピアノの音色に誘われ、アメリカ大陸～
ヨーロッパを巡る世界旅行のツアーに参加
しませんか？チャイコフスキーやモーツァ
ルトの名曲から、メキシコ民謡やディズ
ニーメドレーまで、どこかで聴いたことのあ
る音楽が皆さんを迎えてくれます。
案内人：吉田京子ピアノ教室の皆さん

チケット発売 12月３日(土)10:30～


