27日（木） かめおか【休 館 日】毎月第４木曜日・年末年始（12 /29 〜１/３）

【問合せ先】財団法人生涯学習かめおか財団（ガレリアかめおか内）
■住 所 〒621-0806 亀岡市余部町宝久保１番地の１ ■電 話 0771-29-2700（代） ■ＦＡＸ 0771-25-5881
■ＵＲＬ http://www.galleria.city.kameoka.kyoto.jp/ ■ E-mail info@galleria.city.kameoka.kyoto.jp
■交通手段 ＪＲ亀岡駅からコミュニティバス及び京阪京都交通バスで約10分/「ガレリアかめおか」下車
※駐車台数に限りがあります。ご来館には公共交通機関をご利用ください
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丹波学トーク

人に寄せる思い、
音楽の花束にして
由紀 さん

京都丹波 妖怪文化論

第5講は11月５日（土）

室

日 時：

日 時：

会 場：1階 工作室
講 師：木村

（作品イメージ）

『民俗芸能の祭典』と『食文化の祭典』
第26回国民文化祭・京都2011は、今月29日（土）
から11月6日（日）まで、府下全域で開催されます。
亀岡市でも、29日
（土）
、30日
（日）の両日、各種催
しが予定されています。
とくに30日
（日）は、
「ガレリアかめおか」を会場に、

受講料：1,500円（材料費込）
申 込：住所・氏名・年齢・電話番号・受講希望時間を明記し、往復はがき又はメール

定 員：10名 ※応募多数の場合は抽選
受講料：3,500円（材料費込）
申 込：住所・氏名・年齢・電話番号・受講希望時間を明記し、往復はがき又はメール

（１通で何名でも申込可能）で、
「てん刻教室」係へ

締 切：11月22日（火）郵送は当日消印有効

（１通で何名でも申込可能）で、
「そば打ち体験講座」係へ

締 切：11月30日（水）郵送は当日消印有効

年齢を問わず、ゆっくり学べます。

パソコン教室（秋講座）募集
■基礎から始める！パソコン攻略コース
10月 24,31日 11月 7,14,21日（各月曜日）全5回
午前10時〜午後３時（1時間休憩）
受講料：20,000円
初心者の方も安心！ パソコンの起動からマウス
の操作、文字入力、文書作成基礎が学べます。

■いちからエクセルコース

サンデー
プチコンサート

〜本講座使用のパソコン〜
基本ソフトは「Windows XP」
、ワード・
エクセルのソフトは 「2002」です。
ご使用のパソコンと異なる場合があります。

会場：1 階 ロビーギャラリー
【第１部】出演：朋子＆Ernoe

10月2日（日）
午後1時30分〜3時45分

構成：ヴァイオリン・箏・ピアノ
【第２部】出演：大城梨花・杏花

構成：フルート・ピアノ
【第３部】出演：リベルテ・アンサンブル
構成：フルート・クラリネット・ピアノ・声楽
【第１部】出演：的井朋子・山口理恵

10月9日（日）
亀岡市余部町宝久保１−１
てん刻教室・そば打ち体験講座・ 〒 621-0806 ガレリアかめおか
「各教室名」係
パソコン教室申込先
メールの宛先 kouza@galleria.city.kameoka.kyoto.jp

無料

午後1時30分〜3時45分

構成：ピアノ・声楽・フルート・
沖縄三線・鍵盤ハーモニカ
【第２部】出演：ぴあのごっこ
構成：ピアノ（連弾）
【第３部】出演：九里香
構成：ピアノ（弾き語り）

図書館
コンベンションホール
響ホール

駐車規制

芝生広場
バラ園
イベント広場

なお、当日、駐車場は不足します。ご来場には、自家用車を控えていただき、
公共交通機関やシャトルバスなどをご利用ください。

レストランガレリア 好評営業中

西出入り口

正面玄関
レストラン

が、午前10時から午後4時まで開催。あわせて、亀岡
祭の山鉾9基が展示されます。
ぜひ、お誘い合わせのうえ、お楽しみください。

←至 京都

国道9号
至 福知山

→

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
土・日・祝日

限定!!

ホームペ

朝食バイキング
時 間：午前９時 〜1１時（1０時30分ラストオーダー）
場 所：レストランガレリア
料 金：お１人様 600円（小学生までのお客様 400円）

詳しくは

ガレリアかめおか

【お問合せ】レストランガレリア TEL：0771-24-9334

利用者の『声』にお答えします

利用者 市民サロンの室温を下げて欲しい。

市民サロンの室内温度は、設備機器の管理及
び電気・灯油代節約のため、空調吹出し口で「夏
期28℃、
冬期20℃」
に固定しており、
市民サロン
内に明示しています。
この現状をご了解いただいた上で、予約不要

「がんばろう日本」〜ガレリアかめおかは東日本の復興を応援します〜

ージを一新!
!

ガレリアかめおかのホームページを
1０月１日からリニューアルしました。
申込フォームや施設空き状況など、
新機能を備え、見やすく、使いやすくしました。

ご飯・味噌汁・焼魚・納豆・生卵・味付海苔・
冷奴・漬物・お惣菜・
サラダ・パン・コーヒー・ジュース

お答え

会場：１階 梅岩塾（パソコンルーム）
定員：各14人（最小催行人数３人）※テキスト代は別途必要です。
申込：受講希望コース名・住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
往復はがき又はメール（１通で何名でも申込可能）で、
ガレリアかめおか「パソコン教室」係へ
締切：10 月５日（水）郵送は当日消印有効

東出入り口

詳細は、第26回国民文化祭亀岡市実行委員会事務局（ 25‐5167）までお問い合わせください。

10月 19,26日 11月 2,9,16,30日（各水曜日）全6回
午前10時〜正午
受講料：12,000円
エクセルが初めての方でも安心！仕事にも使える、
活用術を身に付けよう！
※このコースは、簡単な文字入力が出来る人が対象です。

29日
（土）午後9時から駐車規制
国民文化祭開催のため、平成23年10月29日（土）午後９時から30日（日）
午後７時まで、ガレリアかめおか下記斜線部分の駐車場は利用できません。

◎『民俗芸能の祭典』
◎『食文化の祭典「里」』

会 場：1階 料理実習室
講 師：犬甘野営農組合職員

定 員：25名 ※応募多数の場合は抽選

詳細は次号（11月号）でお知らせします!!

30日（日）は『ガレリア』へ！!

午前の部 午前10時〜午後0時30分
午後の部 午後1時30分〜4時

重雄さん（ガレリアかめおか人材バンク登録講師）

（開場 午後６時30分）
会場：１階 コンベンションホール

会 場：1 階 コンベンションホール
定 員：800名 ※全席自由席・要入場整理券
（当日、正午から会場前で配布。先着順で定員になり次第締め切る。）

12月11日（日）

午後２時〜４時

日時：12月23日（金・祝）午後７時〜８時30分

（開場 午後0時30分）
〈講演〉午後1時30分〜 〈対談〉午後２時40分〜

亀岡特産「犬甘野そば」の手打ちを体験。
自分のそばを味わってみませんか？

12月4日（日）

クリスマスジャズナイト開 催

日 時：10月２日（日）午後１時30分〜

そば打ち体験講座

石に“自分だけの刻印”を彫ってみませんか？
年賀状・絵・書などに使えます。

クリスマスライブ ２０１１

テーマ：水木しげると妖怪文化

会 場：2階 大広間

受講はどの講座からでもできます。また、当日も受け付けします。

教

舞台の部

小説家

日 時：11月20日（日）
午後１時30分〜3時30分
（開場 午後１時）

日 時：10月10 日
（月・祝）午後１時30分〜３時30分
（開場 午後１時）
会 場：１階 響ホール

無料

午前９時30分〜午後４時30分
１階 響ホール
展示の部 １階 コンベンションホール

国際日本文化研究センター
副所長・教授

義之さん

亀岡市民文化祭

日時：11 月12日
（土）
・13日（日）

小松 和彦さん

京極 夏彦さん

（国際日本文化研究
センター機関研究員）

刻

小松和彦 と京極夏彦

第36回

マンガに描かれた
妖怪たち

講 師：飯倉

ん

“絆”が創る市民文化!!

無料

コレージュ･ド･カメオカ

テーマ:

橋 侑子 さん
（作曲家）

て

第63回

〜世界に誇る日本文化〜

松岡 万希 さん

（京都市立芸術大学音楽学部 （ソプラノ歌手）
ピアノ科嘱託講師）

無料

〜ダイナミックかめおか〜

ん
さ

無料

ん
さ

亀岡生涯学習市民大学 第4講

講 師：樋上

ガレリア【開館時間】午前９時から午後10時まで 【予約受付】午前９時から午後８時まで

10月の休館日

2011年

でご使用いただけるスペースとして、無料でご
提供させていただいています。
なお、今夏７月中旬から、設定温度を維持し
ながら室内全体を「28℃」に近づくよう、風量
を「最大」へ変更し改善を図ったところです。
●植物溶剤インキを使用しています。

