５月の休館日

【問合せ先】公益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 第74回

〜ダイナミックかめおか〜

第65回 コレージュ・
ド・カメオカ
Ｊリーグ初代チェアマン登壇

無料

京都丹波妖怪文化論④
京都丹波ふしぎ語り

『怪 談』＆『トーク』

怪 談

講 師：

かみまい

出演者：紗那さん（怪談師）紙舞さん（怪談師）

紙舞 さん
登檀者：紗那 さん 、
たかひろ

孝宏さん（亀岡市文化資料館館長）

※アンケートで寄せられた「亀岡の不思議な話」を織り交ぜ、会場の
みなさんと共に怪談話を拡げます。

日 時：６月 16日（土）

さ

ぶ

ろ

う

会 場：2階

会 場：2階 大広間

午後１時30分〜３時30分（開場 午後１時）

大広間

小学生マーチングバンドも出演

無料

日 時：７月７日（土）午後２時〜４時
（開場 午後１時30分）
会 場：１階

日 時：６月 23日（土）
午後１時30分〜3時30分
（開場 午後１時）

ほった ゆたか

堀田 穣さん（京都学園大学教授 歴史民俗学専攻）
コーディネーター 黒川

ち

演 題： 夢があるから強くなる

かみまい

くろかわ

ぶ

（（公財）日本サッカー協会 キャプテン）

トーク 「語り継がれる不思議と怪異」
しゃな

わ

七夕交流コンサート
オカリナと合唱、室内楽による合同コンサート。
今年は、南つつじヶ丘小学校のマーチングバンド
が特別出演します。

川 淵 三 郎 さん
か

しゃな

ガレリア【開館時間】午前８時50分から午後10時まで 【予約受付】午前９時から午後８時まで

24日（木） かめおか【休 館 日】毎月第４木曜日・年末年始（12 /29 〜１/３）

2012年

手描きＴシャツ教室

Ｔシャツをキャンバスに、アクリル絵の具であなたの
“個性”を手描き。世界に１着のシャツを作り、着られます。

かめおか市民オカリナ演奏団
シルフィード合唱団（西京区）
シルフィード室内楽団（西京区）
南つつじヶ丘小学校マーチングバンド「ブルーエンジェルス」他

無料

「情熱の花」と相談員がお待ちしています。

開催日： 5 月19日
（土）、20日
（日）

プリザーブドフラワー教室

会 場：１階 工作室
きむら

定 員：30名

Ｔシャツサイズ（大人/Ｓ･Ｍ･Ｌ･ＬＬ 子ども/Ｓ･Ｍ･Ｌ）を明記し
“手描きＴシャツ教室”係へ。
（1枚で何名でも申込み可能）※申込み多数の場合は抽選

オープンガーデンツアー
春の香りが漂う市内のお庭をめぐり、
花と緑に触れ合います。
（ガレリアかめおか西側）
問合せ

オープンガーデンかめおか実行委員会
T E L ０９０−７８７１−８４７９
（尾崎）

午前10時〜午後４時（両日とも）

押し花体験会＆作品展
卓上スタンド型の、かわいい春の押し花額を
作ります。
会 場：１階 工作室
料 金：1,000円（材料費込）
おおすみ きょうこ

講 師： 大隅 京子さん

（ふしぎな花倶楽部 インストラクター）

ハワイアンバンド演奏
フルートとピアノ演奏
【第３部】ゆるboys-mysterious

クラシックギター演奏と声楽
今後の開催予定!
今後、6月3日、7月8日、9月30日、10月7日と14日、11月25日、
12月16日の７回開催します。いずれも日曜日、時間は午後１時
30分からです。
（11月25日は、午後1時から）
※都合により、日程を変更する場合があります。

（材料費込）

臨時休館のお知らせ

“手描きＴシャツ教室”
“プリザーブドフラワー教室”
の申込先

ガレリアかめおかは、８月15日（水）、臨時休館します
なお、
「道の駅」の駐車場、
トイレ、
休憩室及び
自動販売機コーナーはご利用いただけます。

〒 621-0806 亀岡市余部町宝久保１−１
ガレリアかめおか「各教室」係

※地下駐車場はご利用いただけません。

メールの宛先
kouza@galleria.city.kameoka.kyoto.jp

託児室の受付時間を変更しました

※ガレリアかめおかホームページからも申し込めます。

変更前 午前９時から午後５時まで
変更後 午前８時50分から午後５時まで
受付時間を拡大して利用しやすくしました。
ご利用をお待ちしております。

先日、利用者からガレリアかめおか託児室宛てに、１通のお便りが届きました。
大変うれしい文面で、皆様に読んでいただきたく、原文のまま掲載させていただきます
『下の子が６カ月の時からお世話に
なりました。泣くこともありましたが、
スタッフに散歩に連れて行ってもらっ
たり、トーマスの絵本を読んでもらった
りしている内に、楽しく遊べるように！
今では、人見知りすることなく、知らな
い人にでも気軽に話しかけるくらい、人
なつっこくなり、
毎日、
保育園で元気いっ

ぱい遊んでいます！
託児いただいている間に、親は充電！
迎えに来た時、我が子がとても愛おしく
なります。京都市内に住んでるママ友達
にも、ガレリアの託児は大人気で、京都
市内にもこういうサービスがほしい、と
言っています。』
千代川町在住のママから

「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〜

利用者の『声』にお答えします
利用者 ●エレベーター内にイスを置いてください。
●もっと机やイスを増やしてください。

お答え

総合案内所：芝生ひろば

定 員：20名 受講料：2,200円

お便りが、うれしくて！ 〜ガレリア託児室から〜

オープンガーデンかめおか 2012

日 時 5月19 日（土）･ 20 日（日）

会 場：１階 工作室

締 切：5月14日（月）午後５時必着

（かめおか市民活動推進センター登録団体）

素敵なお庭に出会える！

５月26日（土）午前10時 〜正午

ガレリアかめおか“プリザーブドフラワー教室”係までご応募ください。
（１枚で何名でも申し込み可能）※応募者多数の場合は抽選します。

協 力：花と緑の会

締 切：６月11日
（月）
（郵送の場合は当日消印有効）

【第１部】UFOT21

（ガレリアかめおか人材バンク登録講師）

会 場：芝生ひろば（ガレリアかめおか西側）

申 込：往復はがきまたはメールに、名前・住所・年齢・電話番号・

会場：1 階 ロビーギャラリー

申 込：往復はがきまたはメールに、名前･年齢･電話番号･住所を明記し、

（４日とも）

子ども（小学生以下）1,000円（材料費込）

受講
生
募集

日 時：

講 師：上田 きよみさん

時 間：午前10時〜午後４時

しげお

講 師：木村 重雄さん（ガレリアかめおか人材バンク登録講師）
受講料： 大人1,500円（材料費込）

無料

ワイヤーで作ったピアノ型花器に、
バラのプリザーブドフラワーを飾り付けます。

うえだ

26日（土）、27日（日）

６月24日（日）午後１時30分〜４時

日時：５月 27日（日）

【第２部】前田みさと・谷美帆子

バラ観賞・栽培相談会

日 時：

気軽に楽しめる、と好評のサンデープチコンサート。
今年も、第１回目を開催します。ぜひ、お楽しみください。

午後１時30分〜3時45分

インテリアに最適！
生
募集

サンデープチコンサート

コンベンションホール

出演者： かめおかテレーノ・トノ・アンサンブル

要約筆記・手話通訳をご希望の方は、ガレリアかめおかへお申し込みください。

“世界に１着”が着られます受 講

クラシックから 無 料
ポップス まで

エレベーター内のイス設置は、車イス利用者のご意見
を参考にしながら検討していきます。
また、机・イスの増設については、憩いや交流に効果的
と考えますが、
場所やスペースなどを考慮する必要があり、
今後の課題とします。

●植物溶剤インキを使用しています。

