３月の休館日

【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

３月号
vol.163

〜ダイナミックかめおか〜

無料

京都丹波妖怪文化論③

丹波学トーク 第73回

期

亀岡市や八木町地方などに伝わる妖怪を大学生が解説。

日 時：３月 11 日（日）
午後１時30分〜3時30分
（開場 午後１時）
会 場：2階 大広間
研究発表（京都学園大学生・卒業生）
DVD放映・解説
京都学園大学、大学生と教授による妖怪座談会

受講
生
募集

押し花の世界をあなたへ

１階

演

奏

１グループ４５分程度（準備時間含む）

対

象

プロ・アマ問わず、継続的に音楽活動を行っている
個人またはグループ

申

込

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

無料
ガレリア
市民コンサート

14日（水）

内 容

１月末で約68万5千円

『道の駅』
記念きっぷ

東日本大震災義援金

道の駅「ガレリアかめおか」では、
記念きっぷを販売しています。
当駅名と通し番号入り。他では買
えないきっぷです。旅の思い出に、
また、亀岡へお越しの記念に最適。
１枚160円、ガレリアかめおか総
合事務所で販売しています。
ぜひ、お買い求めください。

構成：声楽・ピアノ

無料

会 場：2階 大広間

日 時：３月 ４日（日）
午後１時30分〜3時30分

「食といのち」をテーマに、ジャンルを越えた仲間たちが集い、
語り合い、みんなの知恵と熱意で健やかな社会を目指します。

◆日時 ３月24日
（土）
午後１時30分〜午後３時30分

演題「協働で切り拓く・かめおかの未来」
講師 白石克孝（しらいし かつたか）さん
（龍谷大学政策学部 学部長）

行政の取り組み／市民活動の紹介

・講演：
「京都丹波物語」黒川 孝宏（くろかわ

たかひろ）さん

（亀岡市文化資料館館長）

①講演会と意見交換会
②音楽ステージ
③京都丹波地域のうまいもん屋台

かめおか市民活動推進センター 電話 0771-29-2703（FAX 兼用）

設け、皆様からの力強い支援を受け付けて
います。
その合計金額は、
『685,230円』
（１月末

支援は“継続”が何より大切です。これか
らも、募金活動を続けていく予定ですので、
ご協力をよろしくお願いします。

利用者の『声』にお答えします
利用者 図書館内で、人の迷惑となる行為をする人には、子どもであっても注意すべき。読書に

■ 京都丹波誕生１周年記念展覧会（午前10時〜午後４時）

集中できない。
この注意ができていないので、
職員がいる意味がない。

京都丹波・ふるさと絵巻100選、
京都丹波フォトコンテスト入賞作品、まゆまろ歳時記 他

■ 亀岡高校茶道部によるお点前もあります！

◆申 込 ３月22日（木）までにメール、電話又はFAXで下記まで（先着順）

問合先 ホームページ http://ksksc.org/

直後の3月13日から館内に義援金募金箱を

お披露目

・管内市・町長が熱く語る「京都丹波」

問合先

亀岡市市民協働課 電話 0771-25-5002 FAX 0771-22-6372

問合先 メール syougai-gakusyu@city.kameoka.kyoto.jp

無料

京都府南丹広域振興局 TEL 0771-24-8430 FAX 0771-24-4683
企画総務部 企画振興室 Eメール nanshin-ki-kikaku@pref.kyoto.lg.jp

「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〜

お答え

②その他

内 容

1年を迎えます。ガレリアかめおかは、発生

に送り続けています。

◆会場 2階 大広間

＊「京都丹波」
ロゴマーク＆DVD
＊ 京都丹波を熱く語る！

会 場：ロビーギャラリー

今月11日（日）で、東日本大震災発生以来

聞社会福祉事業団を通じて、被災地の皆様

◆内 容 ＊東輝中学校吹奏楽部、
府立園部高校・
附属中学校吟詠剣詩舞部、
和知中学校合唱部

午前10時〜午後４時

力強い気持ちの結集

現在）。皆様からのお気持ちとして、京都新

（併催：京都丹波誕生１周年記念展覧会）

日 時：3月18日（日）

①講演会

会 場：響ホール

京都丹波推進フォーラム

食で紡ぎ、つなげる、
仲間の「絆」

電 話：0 7 7 1 − 2 9 − 2 7 0 0

旅の思い出に

【第３部】出演：ゴスペルサークル ＡＧＵＡＳ!!

ガレリアかめおか
ホームページからでも
申し込めます。

そ の 他 ：助成決定には、審査があります。

問合せ／
（財）生涯学習かめおか財団 助成金担当

構成：ゴスペル・キーボード

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

午後６時30分〜８時30分

締 切 日：４月30日
（月）

３月15日（木）まで

【第２部】出演：女声デュオ ブリランテ

締 切：3月15日（木）郵送は当日消印有効

込： 所定申込用紙に必要事項を記入し、ガレリアかめおか総合事務所へ持参。
（所定用紙は、ガレリアかめおホームページからもダウンロード可）

構成：ピアノ・声楽・フルート・ヴァイオリン

“協働によるにぎわいのある明るい未来を目指して”
をテーマに共にまちづくりを考えましょう。

日 時：３月

申

【第１部】出演：Ｐｉａｃｅ（ピアーチェ）

（１通で何名でも申込み可能）で「押し花教室」係へ

かめおかの協働の未来

（但し、平成24年度予算成立が前提）

ロビーギャラリーで開催し、
人気が高いサンデープチコンサート。
そこで実力を培った音楽愛好家やグループによる
新たな舞台「ガレリア市民コンサート」がいよいよスタートします。

※申込み多数の場合は抽選

※但し、宣伝・営利を目的としない事業に限る。

助 成 額： 助成対象経費の2分の１、
１件の限度額は10万円

サンデープチコンサートから新たな一歩！

講 師：大隅 京子さん（ガレリアかめおか人材バンク登録講師）
申 込：住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、往復はがき又はメール

市民・大学・行政が語る

ロビーギャラリー

応募用紙に必要事項を記入し、ガレリアかめおか
「プチコン」係へ

おおすみ きょうこ

①活動成果の発表事業
②刊行物の発行事業
③講師や団体を招いての講演会事業 など

※午後１時30分から開始し、
１日３組を予定

場

〜第１回〜

定 員：20名

象： 市民が自発的にに行なう生涯学習に関する、

（月1〜2回／日曜日開催 年８回実施予定）

（応募用紙はガレリアホームページからもダウンロード可）

３月25日（日）午前10時 〜正午

「押し花教室」の申込先

対

平成24年 ５月〜12月まで

間

締切日

日 時：

会 場：１階 工作室
受講料： 1,000円

平成24年度中に行なわれる、生涯学習活動にご利用いただけます。

会

春の押し花を使い
卓上スタンドを作ります。

押し花教室

生涯学習事業助成金制度

出演者募集

〜怪異はどのように生まれたか〜

内 容

ご利用、待ってます！

サンデープチコンサート

学生と解く
“かめおかの妖怪”

※写真はイメージです

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

22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

図書館内での迷惑行為は、大人・子どもを問
わずご遠慮いただくことを基本とし、掲示物や
職員の声掛けなどで注意を促しています。ただ
注意するタイミング等もありすぐに対応でき

ないような場合もありましたので、今後は出来
る限り迅速に対応するよう心掛けていきます。
また、ご利用される皆様も、ご協力いただきま
すようお願いします。

●植物溶剤インキを使用しています。

