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ビー！

長岡京市中央
生涯学習センター

対 象
●

1階 市民交流フロア

どなたでも・参加無料

ブックトレードに参加したい ●
期間：4月8日(金)〜4月24日(日)

最新情報は
＠bambiotequeをチェック!
●

おすすめ絵本の紹介に参加したい ●
期間：3月26日(土)〜4月24日(日)

❶誰かに渡したい絵本を選び、蔵書票にメッセージを書く(1名につき1冊)
蔵書票とは、持ち主を明らかにするために本に貼るラベルのこと。
今回は匿名ですが、あなただけの想いをつづってください。
★1階受付・センターHPで配布しているイベントチラシが蔵書票になります。

❷本と蔵書票をセンター1階受付に預ける
お預かりした本はスタッフがラッ
ピングをして、1階フロア内のブッ
クスタンドに設置いたします。

❸誰かが預けたブックトレードのための
本を1冊受け取って帰る
偶然の出会いをお楽しみください♪

❷蔵書票をセンターに預ける
センター1階受付に設置している応募箱に入れ
る、
または郵送/メールでお送りください。
★メールはinfo@bambio-ogbc.jpまで

❸後日、
紹介本をまとめたZINEを受け取る
★ZINE(ジン)とは、
自由な手法・テー
マで発行する冊子のことです。

（参加者への配布とHPでも公開予定）

★ みなさまから集まったおすすめをもとに、絵本を購入し児童室に設置します ★

きっずブックライブinバンビオ
「こどもの読書週間」にちなんで、作家による絵本や、大きなスクリーンを使った紙芝居の読み聞かせを行います。
日 時
場 所
対 象
料 金
講 師
申 込

5月4日(水・祝)10：30〜11：30
3Ｆ メインホール

どなたでも(小2以下は保護者同伴)／定員50名
無料

日本児童文芸家協会
4月4日(月)10：30〜

作品と 読み手︑想いのバトンを 渡す

ブックトレードとは︑
他の誰かにも読

んでもらいたい本を︑
メッセージを添え

て交換するイベントです︒

今回のテーマは﹁絵本﹂︒幼少期に誰

もが読んだことがあり︑
大人になってか

らも再びその魅力に気づくことが多く

あります︒
まるで惑星の軌道のように︑

近づいたり離れたりしながら ︑出会う

タイミングによって読み方が変わる︒
そ

親しい人へのプレゼントと異なり︑ブッ

んな一冊がきっと誰にもあるのでは？

クトレードでは誰が本を受け取るか分

かりません︒

S N Sな ど﹁ 不 特 定 多 数の人 ﹂
に向

け た 言 葉が 簡 単に発 信でき てし ま う

時 代だ か ら こ そ ︑﹁ 誰か 知 ら ないたっ

た一人 ﹂
のために贈るメッセージは︑気

取らない︑
ありのままの想いをつづれる

のかもしれません︒

＊bambioteque (アスタリスク・バンビオテーク) 〜絵本のブックトレードとおすすめ紹介〜
場 所
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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！

【連続講座】三線を弾いてみよう♪
沖縄民謡やポップスの曲を中心に練習します。初心者、初級者の方向けにゆっくりと進めていきます。
三線の音色でゆったり沖縄時間を過ごしましょう！
日時

場所
対象
料金
講師

5月28日、6月11日、25日、7月2日、16日、8月20日、
9月3日、17日【土曜日・全8回】

各日10：15〜11：30 ※日程は変更になる場合があります。
3階 リハーサルスタジオ2
中学生以上／定員10名
4000円／全8回

北野ゆきえ(安冨祖流絃聲会所属)

持ち物 三線 ※希望者に貸し出しあり。台数限定先着順。
申込

4月8日(金)10：30〜

スイーツそっくり♪オレンジアロマソープ＆
バスボムワークショップ
オレンジの精油を使ったミニ石鹸と

はじめの一歩体験会 大人のハワイアンフラ
ーMakaeleu Hula Circleー
癒しのハワイアンミュージックに乗

入 浴 剤を作ります。オレンジの香り

せて、身も心も豊かになれるフラ。初

な作用があります。スイーツそっくり

ンドモーションを習得して、1曲踊れ

ムを楽しみましょう♪

一緒に体力向上を目指しませんか？

にはリラックス効果だけでなく様々

心者の方も基本ステップと簡単なハ

な見た目とアロマの効果で入浴タイ
日時
場所

4月23日(土)10：30〜12：00
6階 食工房

対 象 どなたでも／定員8名
料金
講師
申込

るようになりましょう！楽しみながら

1800円

京山聡子

日時

※材料に乾燥卵白を利用
しています。卵アレルギー
の方はご遠慮ください。

(薬剤師・アロマコーディネーター)

場所
対象
料金
講師

4月25日(月)10：00〜12：00
4階 交流室1

高校生以上／定員20名
500円

平城幹子(Makaeleu Hula Circle)

持ち物 動きやすい服装・飲み物

4月2日(土)10：30〜

申込

4月3日(日)10：30〜

日時

5月21日（土）10：30〜12：30

表現する人のための 身体コンディショニング
よい姿 勢 、身体の動かし方 、本 番に
向けた調整、疲れを残さないケアな

ど。表現者が実力を発揮するための

コンディショニングとは何か？を、ス

ポーツ科学に基づいて学び、実践！
変化を実感できる講座です。

場所
対象
料金

6階 和室

体を使った表現活動をされている方／定員12名
2000円

持ち物 動きやすい服装
申込

4月7日(木)10：30〜

※ダンス、楽器演奏、
歌唱、演劇など、
趣味〜プロ問わず

●講師：清水祐哉

●主な経歴

表現者の身体のケアやパフォーマンスアップをサポー
トする“エンタメトレーナー”として、舞台公演やフィ
ギュアスケート等スポーツの現場でも活躍中。

演劇集団キャラメルボックス 製作部、ノンバーバルパフォーマンス『ギア』サポートス
タッフ、関西大学アイスアリーナ・フィギュアスケートチーム トレーナー 他、NHK紅
白歌合戦やオリンピック出場選手のサポート等、幅広く活動

★ 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

染ラボ Handworks Blanketさんの糸染めレッスン&羊毛ミニラグ織りレッスン
講師が育てた材料から、草木染め・織物の基本を学べる貴重な機会です。なんでも簡単に手に入る時代だからこそ、ひとつひとつの
素材を扱う技術やその豊かさを見つめてみませんか？

糸染めレッスン
日時
場所

羊毛ミニラグ織りレッスン

5月15日(日)10：00〜16：00

日時

6階 食工房

対 象 どなたでも／定員8名
料金

場所

5000円

②14：00〜17：00

6階 配膳試食室

対 象 どなたでも／各回定員10名
料金

講師

5月22日(日) ①10：00〜13：00

4000円

室屋清美（Handworks Blanket） 申 込 4月5日(火)10：30〜

★バンビオライブ缶2022出演者募集

★第19回バンビオ展示ウィーク出展者募集

会場みんなで創りあげる音楽ライブイベントです！練習成
果をバンビオで披露しませんか？音楽ジャンルは問いませ
ん。
まだステージに出たこ
とない方も大歓迎です♪

年齢や経験不問、乙訓地域で創作活動をされている方なら
誰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。

日時
場所
対象
料金
申込

7月23日(土)13：30開演予定

日時

当センターをご利用の団体または個人

対象

3階 メインホール

場所

定員5組(応募多数の場合は抽選)／各30分

料金

10000円

4月1日(金)〜5月10日(火)17：00まで

申込

センター窓口・HPで募集要項を配布

EVENT REPORT

イベントレポート

2月23(水・祝)
開催

8月24日(水)〜28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

受付中〜5月13日(金)17：00まで

センター窓口・HPで募集要項を配布

「人形劇団クラルテワークショップ」の様子を

ちょっとのぞきみ･･･

世代を超えて、今も読み継がれる人気絵本「11ぴきの
ねこ」。
その世界に入り込んで、劇あそびを楽しむワークシ
ョップを開催しました！
耳としっぽをつけたら、
さあ出発！ニャゴー！
釣りをしたり、
お花畑で遊んだり…でも何だかお腹がすい
たな。
するとドドン！なーんて大きな魚！！
ねこたちは魚を捕まえるための作戦会議をはじめました。
こどもは発想の天才。面白い提案が沢山でました！
それを聞いたトラねこ大将、
「ようし、今言った事、
ぜーんぶやろう！！」
えー！！みんなはびっくり。
だけど、ねこたち元気元気！次々と
色んな事に挑戦して、
みごと大きな
魚を捕まえました。
トラねこ大将、
みんな、
お疲れ様〜

＼バイバーイ♪／

★バンビオで学べる！３Ｄ関連講座★
３Ｄプリンターについて知りたい！使いたい！
３Ｄプリンター入門講座
〜基本的な知識を学ぼう〜
●日時：4月29日(金・祝)

13：30〜15：00

●対象：中学生以上

定員15名

●料金：500円

●申込：受付中

場 所

3階 特別展示室

パソコンで３Ｄ(立体)のデータを作りたい！

３Ｄプリンター実践講座
〜実際に出力してみよう〜
●日時：5月7日(土)

①10：00〜12：30
②14：00〜16：30
●対象：中学生以上
各回定員4名
●料金：2000円
●申込：受付中
講 師

３Ｄ-ＣＡＤ講座

３Ｄ-ＣＧ講座

〜ＣＡＤで立体設計に挑戦〜

〜CGで魚の形を作ろう〜

●日程：5月14日(土)
●時間：①10：00〜12：30

●日程：6月12日(日)

②14：00〜16：30

●対象：どなたでも
（小2以下は保護者同伴）

各回定員4名

●料金：2500円

●申込：4月6日(水)10：30〜

根津将之(京都3Dデータ活用研究会), 文山明子(ひふみ造形室)※３Ｄ-ＣＧ講座のみ

★バンビオここから通信・第4号を発行しました。
バンビオで活動されている31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。

センタ
ー
ちょっ からの
とした
お 知ら
せ ･･･

★今年、
バンビオはプチリニューアルします！
センター開館20周年を前に、
もっと使いやすく親しみのある施設に生まれ変わります。
リニューアル予定エリア…1階市民交流フロア／案内提示／6階配膳試食室 お楽しみに！

★3階リハーサルスタジオ1に鏡を常設しました！
利用者アンケートでもご要望の多かった、全身が映る大型の鏡です。
可動式なのでご利用内容に応じて位置を調整して頂けます。
ダンスレッスン等、様々な機会にお役立てください。

★イベント開催時のウイルス感染防止対策を行います。
●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。

★お預かりした個人情報は長岡京市中央生涯学習センターが責任をもって管理し、
センターからのご連絡以外の目的では使用いたしません。

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
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/

アクセス
〒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

