催事開催期間 1月 4 日～ 2月 5 日

通常営業時間 9：00〜17：00 定休日 第4木曜日
電話 0771-24-8888、0120-24-1688（フリーダイヤル）

1月の休業日は28日（木）
1月4日（月）から通常営業します。

子供絵画造形
アトリエ葵亀岡教室

はじめての俳句
体験教室

1/5・12・19・26 毎週火曜日 16:45-18:30
初回体験無料
＜月 謝＞ 5,500円
（材料費込み）
＜入会金＞ 2,000円
アトリエ葵美術教室亀岡教室担当講師 宮川
（ホームページからも申し込みできます）
080-1405-2878
https://atorieaoi.wixsite.com/atorieaoi/

1/26（火）14:00-15:30 研修室
＜会費＞300円
“17文字の頭の体操”俳句
はじめてみませんか！
興味のある方お待ちしております。
あずま
090-6914-0540
（夜）0771-24-3465

菊仙書道教室
1/12・26

歌声サークル

ゆりの会

1/14（木）
・26（火） 13:30-15:00

第2・4火曜日

クラシックバレエ教室

1/8・22（金）

1/11
（月）
10:00-14:00
1/18・25（月） 17:10-20:50

＜月

菊仙書院
090-7357-6483

土井百合子
0771-24-9987

アスカ・カマエフ・松本
0771-25-8516

1/13（水） 10:00-13:00
1/16（土） 18:00-20:00

18:00-19:00
謝＞1人 2,000円

〇この一覧は、お申込みいただいた原稿を掲載しています。
〇（公財）生涯学習かめおか財団は、当イベント・カルチャー教室で発生する
トラブル等に対し一切責任を負いません。

1回3,500円（材料費・税込）
定員8名
拓朗亭
0771-24-4334

1/4・11・18・25
（月）13:30-15:00
1回1,500円 4回券5,000円
体験ヨガ2回2,000円
＜持ち物＞ハンドタオル、飲み物、
ヨガマットかバスタオル、
動きやすい服装で
森田ともこ 090-9046-9151
（メール）5joytomoko@gmail.com

ハワイアン・フラ
（親子フラ）

＜参加費＞3,500円 本代1,100円
定員10名

拓朗亭のカンタン
「そば打ち教室」

ヨガが初めて、
体が硬いという方歓迎

1/17・31
（日） 13:30-14:30
＜月謝＞3,000円
（標準月2回）
＜入会金＞1,000円
女性の方には
やさしい空手レッスン。
護身術もとりいれています。
「亀岡空手くろおびー」で検索
ホームページ（https://kuroobee.jimdofree.com/）
より受付

＜月会費＞1,500円 見学無料
60歳〜80歳台の方が抒情歌など
懐かしい歌を楽しく歌っている会です。
コロナ感染対策中はマスク着用。

19:00-21:00

ゆったりヨガ

空手レッスン くろおびー

新型コロナウイルス感染症の影響で多くのイベント・カルチャー
教室が中止・延期となっています。また、ガレリアニュース発行時
には、イベント・カルチャー教室が再開している場合があります。
それぞれ主催者にご確認いただきますようお願いします。

らいまでの
親子ヨガ （生後2カ月頃〜１歳く
赤ちゃんとママ）

ママの産後ヨガ、ベビーマッサージ等でベビーの発育も促します

1/5・12・19・26
（火）10:00-11:30
1回1,500円
＜持ち物＞ハンドタオル、
飲み物、
ヨガマットかバスタオル、
赤ちゃんに必要なもの
（おむつ、
お茶等）
、
動きやすい服装で
森田ともこ 090-9046-9151
（メール）5joytomoko@gmail.com

亀岡社交ダンスサークル
新春ダンスパーティ

1/9（土）14:00-16:00（開場13:30）
当日の感染症防止対策に御協力下さい。
状況により中止の場合もあります。

＜入会金＞ 5,000円
＜月 謝＞ 5,500円〜7,500円
（クラスにより異なる）

＜参加料＞無料 要予約 先着50人
身体的・精神的な健康の維持をめざして
今年もみんなでレッツダンス！！

神谷道子バレエ研究所
075-953-7688

予約先 塩見 090-5907-6164
会長 中井清 090-3032-8868

あなたの教室・イベントを
ガレリアニュースに載せてみませんか
「イベント・カルチャー教室」に掲載するイベントや教室の情報を
募集しています。掲載をご希望の方は、発行月の前々月25日（ガ
レリアかめおか休館日にあたる場合はその翌日）までに、申込用
紙に必要事項を記入の上、掲載協力金2,000円を添えてガレリア
かめおか総合事務所へお申込みください。

南丹圏域日本語教室ネットワーク

日本語支援ボランティア養成講座
受講生募集
地域で暮らす外国人にとって、日本語の習得は、生

開催日／ 1月31日、2月7日、2月14日、2月21日、

活を安全で豊かにするうえで不可欠です。

2月28日 全5回、いずれも日曜日

南丹地域（亀岡市・南丹市・京丹波町）の３つの国際

時 間／ 午後1時30分〜4時

交流協会は、
「日本語教室」を開催し、学習者の日本

会 場／ 京都伝統工芸大学校

語学習を、ボランティアが支えています。本講座で

（南丹市園部町二本松1-1）

は、支援活動に必要な基礎知識や方法を学びます。

オンラインでの参加（視聴のみ）も
可能です。お問い合わせください。

＜申込・お問い合わせ先＞ 南丹市国際交流協会

対 象／ 日本語支援を始めたい方、または、

電話またはメールで申込 TEL 0771-63-1840
（火・水・木・金

※申込用紙は、ガレリアかめおかホームページからダウンロードできます。
ただし、電話、FAX、メールでの申込みは出来ません。
※1マス（縦約32㎜、横約50㎜）に催事名称、日時、内容（アピールポイン
ト、月謝など）、連絡先（氏名、電話、メールなど）を掲載出来ます。
（毎
月先着50件まで受付）

亀岡国際交流協会
のご案内
亀 岡 国 際 交 流 協 会 で は、亀 岡 国 際タイムズの 発 行 、
亀岡にほんご教室なども実施しています。
協 会 で 実 施 す る 事 業 や 中 止・延 期 等 の お 知 ら せ を
Facebookに載せています。ぜひ、ご活用ください。

日本語支援を始めて間もない方（養

午後12時30分〜4時30分）

成講座未受講者優先）

Mail nantania@oﬃce.zaq.jp

講 師／ 京都にほんごRings研修チーム

住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、当日の

定 員／ 50名

連絡先（携帯電話番号など）を明記またはお知

受講料／ 無料

らせください。

申込締切／ 申込締切/ 1月22日（金）<先着順>

亀岡国際交流協会
フェイスブックはこちら

KameokaKokusai
＜お問い合わせ＞ 亀岡国際交流協会 事務局
（ガレリアかめおか総合事務所内） 0771-29-2700

令和3年度
亀岡生涯学習事業助成
1助成対象

募集

※亀岡市民の生涯学習に関わらないもの、行政

宣伝・営利を目的としない個人または団体

から直接補助金・助成金などの援助を受けて

2助成期間

いる事業は、助成の対象外となります。

令和3年度（令和3年4月1日〜翌年3月31日に実

4審査

施する事業）

審査委員会において審査を行った後、決定しま

3助成内容

す。審査結果は5月下旬に通知予定

助成額／助成対象経費の2分の1。1件の助成限

5応募方法

度額は10万円までです。助成額は、当財団の予

応募書類の入手／応募書類（申込書と事業概要、

算の範囲内で決定します。

予算書）は、ガレリアかめおか総合事務所、もし

対象経費の例／講師謝礼金、出演料、印刷費、会

くは ガレリア か め お か ホ ー ム ペ ー ジ

場使用料、通信費

（http://www.galleria.or.jp/）からダウン

対象事業の例／生涯学習活動の成果を発表する

ロードできます。

事業や生涯学習に関する講師を招いて開催する

申込／応募書類に必要事項を記入のうえ、関係

講演会やセミナー、生涯学習に関する刊行物を

書類を添えてガレリアかめおか総合事務所へ4

発行する事業など

月30日（金）までに提出してください。

市民のみなさんの自主的な生涯学習活動・事業を応援するための助成です。
助成に関する相談もガレリアかめおかで受付ています。

かめおか多文化共生センター
（ガレリアかめおか３階）
英語・中国語など14言語に対応でき、情報提供や生活相談、必要に
応じて行政機関への取り次ぎを無料で行います。
TEL 0771-56-8160

FAX 0771-56-8165

Mail kameokatabunka@gmail.com

11/15
開設

開所時間／午前10時〜午後4時
休所日／毎月第4木曜日・ 年末年始（12月29日〜1月3日）

「ガレリアかめおか」で、結婚式を
「ガレリアかめおか」で結婚式が挙げられます。
幸せな二人の新しい人生のスタートを応援します。

ガレリアウェディング 198,000 円から
（挙式、衣装、着付、写真のセットプラン）

披露宴の開催も人数やご予算等に応じてお手伝い
します。コンベンションビューローにお気軽にご相談
ください。

