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ビー！長岡京市中央
生涯学習センター

2021年春、バンビオに謎の挑戦状が何者かから送ら
れてきた。なになに…「君たちの“大切なもの”をいただ
いた」だって！？でも、僕たちの“大切なもの”っていった
い何だろう？バンビオに来てくれる皆と一緒に、その答
えを探し出そう！

僕たちと謎を
といて、スタンプを
�つ集めよう！

「謎がとけるエンピ
ツ」をプレゼント
するよ！

右の挑戦状の中に隠されたメッセージを探せ！
ヒント：両はしの模様

こたえを記入してセンター窓口でスタンプゲット！

バンビオ謎とき探検ラリー
怪盗ニャンビオからの挑戦状

日 時

場 所
対 象

料 金
申 込

4月5日(月)～5月5日(水)
各日9：30～17：00
バンビオ1番館・広場公園
大人も子どもも大歓迎
※未就学児は保護者同伴

赤・青コース各100円
センター窓口にて随時受付

挑戦状の暗号
クリア

探検ラリー
赤コース
クリア

探検ラリー
青コース
クリア

➀センター窓口で、謎とき専用冊子をGET☆
　【かんたん赤コース】or【ちょいむず青コース】
➁隠されたヒントを探しつつ謎ときに挑戦!!
➂最後のこたえが完成したら、�階窓口で
　参加景品をプレゼントするよ！

あそびかた

2021
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こ



3Dプリンター入門講座

笑い飯 哲夫の楽しい写経教室

6月9日(水)
10：00～12：00(受付9：30～)
3階 メインホール
どなたでも／定員50名　

日時

場所
対象

3000円
笑い飯 哲夫
筆ペン
4月6日(火)10：30～ 

料金
講師
持ち物
申込

日時
対象
料金

日時
対象
料金

4月29日(木・祝)13：30～15：00
中学生以上／定員15名
無料

5月24日(月)10：45～12：00
3階 メインホール
50歳以上／定員40名
500円
岡田佳子
(公益社団法人日本ストリートダンススタジオ協会)

動きやすい服装と靴・タオル・飲み物
4月5日(月)10：30～

3Dプリンター実践講座
5月5日(水・祝)・15(土)・30(日)13：30～17：00
3Dデータを準備できる方／各回定員4名
1200円

場所
講師
申込

3階 特別展示室
根津将之(京都3Dデータ活用研究会)
4月3日(土)10：30～

漫才師の笑い飯 哲夫さんと一緒に般若心経の写経をしませんか？コロナ
終息祈願や所願成就、心身安寧を文字に込めましょう。仏教との出会い
や、般若心経の意味など楽しいお話も満載です。

はじめの一歩体験会 bambioでハングル講座

4月27日(火)10：00～11：30
6階 会議室2
どなたでも／定員8名
1000円

ユ・ジナ(韓国語教員養成課程修了)
筆記用具
4月2日(金)10：30～

チャンスがあれば韓国語を学んでみたい！と思っている方、春からハングル講座を始
めてみませんか？“ハングル＋α”をモットーに、基礎的な読み書きを中心に、実際に使
えるミニフレーズや、あの名作韓流ドラマのセリフに触れてみましょう！

手作りを楽しむワークショップ～アロマソープ＆マスクスプレー作り～

5月9日(日)①10：30～12：00
　　　　   ②13：30～15：00
6階 配膳試食室
5歳以上どなたでも
／各回定員8名

日時

場所
対象

2000円(スプレー1個・石鹸2個作成)
京山聡子(薬剤師・アロマコーディネーター)
エプロン
4月4日(日)10：30～

料金
講師
持ち物
申込

アロマの効果や香りを楽しみながら、オリジナルの石鹸とマスクスプレーを作ります。
好きな香りで毎日に癒しのひとときを♪母の日の贈り物にもぴったりです。

日時
場所
対象
料金
講師

持ち物
申込

バンビオ健康のつどい
みんなで楽しくリズムダンス2

イベントインフォメーション
センターが主催しているオススメイベントをピックアップ！           EVENT IN

FORMATIO
N

※定員に満たない場合は中止となる場合があります。
　指定席でのご案内となります。

キャンディーズの「春一番」に合わせて、
ダンス！リズム感・バランス能力UP！

日時
場所
対象
料金

講師
持ち物
申込



染ラボ 藍染めでいろいろなものを染めてみよう

今年の大河ドラマでも注目を集める「藍染め」の魅力を体験できるワークショップです。生地
に絞りを入れたり板で挟むことで、様 な々パターンの模様が浮かび上がります。今回は持ち込
みも大歓迎！お手持ちのアイテムを鮮やかに変身させましょう。

4月17日(土)開始時間は以下より選択してください。
10:00-/11:00-/13:30-/14:30-/15:30-/16:30-
各回90分程度を予定
6階 食工房
どなたでも／各回定員5名
1000円／400g以内の素材持ち込み可
大判ハンカチ ＋500円  トートバッグ ＋500円
半袖Tシャツ ＋1500円  ストール ＋1000円
※持ち込みの場合は、綿・麻・絹など天然素材のものに限ります。

賀門利誓(染色作家)
汚れてもよい服装
受付中

日時

場所
対象
料金

講師
持ち物
申込

★イベントへのお申込は、センター TEL･FAX･1 階窓口までお問合せください★
内容の詳細やその他イベントについてはHP･チラシ･広報長岡京にて随時お知らせしています

※各イベントの内容は事情により変更になる場合がありますので、ご了承ください

イベントレポート
染ラボ 自家栽培の綿花を使った糸つむぎ体験」
　　　　　　　　　　　　　 の様子をちょっとのぞきみ･･･      

    
 EVENT REPORT

2月20日
開催

綿打ちをして、かたまった繊維をほぐします。この弓型の
道具は世界各地で用いられています。指で弾くだけで、
ふわふわになるのが不思議です。ハンドカーダーを使う
と、より美しい綿になります。

綿の準備が終わると、やっと糸紡ぎです。タクリという道
具をコマのように回転させて、綿にヨリが加わり糸になり
ます。慣れるまでは、糸が切れてしまったり太くなってしま
ったり…根気と集中力が必要な作業ですが、没頭してい
る時間には不思議とリラックス効果がありますよ。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！

Handworks Blanketというお名前で活動されている室
屋先生をお迎えして、綿花から糸をつむぐ伝統的な工程
を体験しました。収穫した綿花には10粒もの種が入って
いるので、綿繰り機で種と綿を分離します。



※応募多数の場合は抽選になる可能性がありますのでご了承ください※掲載には審査がありますのでご了承ください。

日 時
場 所
対 象

料 金
申 込

7月17日(土)13：30開演予定
3階 メインホール
当センターをご利用の方
定員5組(応募多数の場合は抽選)／各30分
10000円
4月1日(木)～5月9日(日)17:00まで
センター窓口・HPで募集要項を配布

センターからのちょっとしたお知らせ･･･

開館時間：8:30～22:00（施設窓口受付9:00 ～ 21:30）
休館日：年末年始12月28日～ 1月4日
TEL：075-963-5500   FAX：075-963-5504
WEB：http://www.bambio-ogbc.jp/

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

インフォメーション

〒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
●JR長岡京駅西口より直結 徒歩1分
●阪急長岡天神駅より徒歩15分
●駐車場はありませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください

アクセス

センターの緊急情報や、イベントの募集開始案内などをお知らせします。
ユーザー名 ＠be_bambio チェック&フォローよろしくお願いします♪

★ツイッターはじめます！

バンビオで活動されている30団体の情報が集まりました！
春から習い事を始めたい方、サークルを探している方、ぜひお手に取ってご覧ください。

★バンビオここから通信・第3号発行しました。

●会場定員の半分以下で募集し、対人の間隔を確保します。
●各フロアに手指消毒液を設置していますのでご利用ください。
●マスクの着用をお願いします。
●37.5℃以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は無理をせずご来館をお控えください。

★イベント開催時のウイルス感染防止対策を行います。

会場みんなで創りあげる音楽イベントです！ブラスバンドやジャズ、
ポップスなど音楽ジャンルは問いません。あなたも出演者側として、
一緒に会場を熱く盛り
上げましょう♪

ライブ缶2021出演者募集 第18回バンビオ展示ウィーク出展者募集

日 時

場 所
対 象
料 金

申 込

8月18日(水)～22日(日)
各日10：00～17：00
2階 市民ギャラリー
乙訓地域で創作活動をされている方
1スペース／2000円(壁面1＋机2)
作品販売は＋500円
4月1日(木)～5月9日(日)17:00まで
センター窓口・HPで募集要項を配布

年齢や経験不問、乙訓地域で創作活動をされている方だれで
も出展できる合同展覧会です。小スペースでの作品発表にチャ
レンジしてみませんか？
作品の販売や、体験会
も開催できます。

＠be_bambio


