４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

４月号
vol.164

講師は、
Ｊリーグ初代チェアマン!!
川淵三郎

七夕交流コンサート出演者募集

さん

込：所定申込用紙をガレリアかめおか総合

申

※リハーサルは７月１日（日）午後１時〜午後５時の予定です。

電話番号・を明記し、ガレリアかめおか
「七夕交流コンサート」係 までご応募ください。
開催日時：７月７日（土）午後２時〜午後４時

プリザーブドフラワー教室
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。
玄関や部屋のインテリアに最適。 初めての方も、気軽に楽しめます。

日 時： 平成24年 ５月26日
（土）午前10時〜正午
場 所： 1階 工作室

住所・年齢･電話番号を明記し、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枚で何名でも申込み可能）
応募多数の場合は抽選します。

締 切：５月14日
（月）午後５時必着
プリザーブドフラワー教室の申込先

〒621-0806 亀岡市余部町宝久保1-1
ガレリアかめおか「プリザーブドフラワー教室」係
メールの宛先 kouza@galleria.city.kameoka.kyoto.jp
※ガレリアかめおかホームページからでも申込み出来ます。

ffffffffff

開館時間、早めます

審査があります。
その他：助成決定には、

4月1日から

開催会場：１階 コンベンションホール
そ の 他： 演奏曲目や練習日などコンサートの詳細は、
募集期間終了後、事務局から出演者に通知します。

問合せ （公財）生涯学習かめおか財団 企画課
TEL 0771−29−2700

※ガレリアかめおかホームページからでも申込みできます

『情熱の花』観て、触れて…

無料

バラ観賞・栽培相談会

〜 怪談＆トーク 〜

時 間：午前10時〜午後４時

（４日とも）

６月16日
（土）
開催

会 場：芝生ひろば

午後１時30分〜３時30分

協 力：花と緑の会

詳しくは５月号でお知らせします。

（かめおか市民活動推進センター登録団体）

〜春風に誘われて〜
2012

無料

花 と 緑 の フェスティバ ル

日 時 ４月 ２１日（土） 午前９時30分〜午後６時

２２日（日）午前９時30分〜午後５時
みどりの講演会
演題：バラの１年間の育て方
ふじおかともひろ

講師：藤岡友宏 さん
（園芸コンサルタント、ＮＨＫ趣味の園芸講師）
日時：４月21日（土）午後１時〜 特設ステージにて

体験教室

丹波学トーク第74回
京都丹波ふしぎ語り

5月 26日
（土）、27日
（日）

協会設立25周年記念

予告

〜ダイナミックかめおか〜

4月1日から、「ガレリアかめおか」の開館
時間を「午前8時50分」
に早めます。
おな、
使用時間及び使用申込み受付時間は、
「午前９時から」と、従来どおりです。お間違
えのないように、ご注意ください。
ffffffffff

京都丹波妖怪文化論 ④

開催日：5月 19日
（土）、20日
（日）

うえだ

講 師： 上田きよみ さん
（材料費込）
受講料： 2,200円
定 員： 20名
申 込：往復はがきまたはメールに、名前･

平成24年４月１日から
財団法人生涯学
習かめおか財団 が 公益財団法人生涯学習
かめおか財団 として新たにスタートします。
これからも、 地域住民の生涯学習活動の
一層の発展のため皆さまのサポート役とし
て取り組んでまいります。

締切日：4月30日
（月）

（ガレリアかめおか西側）

初めてでも、気軽に楽しめる

財団が変わります!!

事務所へ持参。

応募方法： はがき・FAXまたはメールに、名前・住所・年齢・

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。

ガレリアかめおかや市内公共施設に設置しています。
ご自由におとりください。
ご自由にお取りください。

１件の限度額は10万円。

参加できる方ならどなたでも可

大広間

ホームページのリニューアル・
妖怪と文化、財団主催事業 などです。

助成額：助成対象経費の２分の１、

出演条件： オカリナ（4Ｃ管）をお持ちで、リハーサルに

午後１時30分〜3時30分
（開場 午後１時）

主な内容は…

※但し、宣伝・営利を目的としない事業に限る。

４月30日（月）

日 時：６月 23日（土）

平成23年度に行った財団主催事業をはじめ、
ガレリアかめかの情報を掲載!!

象：市民が平成24年度に行う生涯学習事業

対

募集締切：

演 題：夢があるから強くなる

Manabian（まなびあん）31号を発行

生涯学習助成金

音楽を通して、多くの方々と交流が図れるコンサート。
あなたも、オカリナ演奏者として出演してみませんか。

（（公財）
日本サッカー協会 キャプテン）

会 場：2階

もうすぐ、締め切り！

あなたも“オカリナ”奏者に

第65回 コレージュド・カメオカ
か わ ぶ ち
さ ぶ ろ う
無料
講 師：

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

26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

※お申込みが必要です！

簡単木工教室、プリザーブドフラワーアレンジレッ
スン、押し花アート教室、グラスアート教室、ガーデ
ニング教室、紙粘土教室、押し花教室、フラワーサイ
コセラピー、ろうの花教室

冷･暖房期間を変更
亀岡市は、公共施設の冷房･暖房期間を分
かりやすくするため、統一しました。
これに伴い「ガレリアかめおか」でも、下
記のとおり冷房･暖房期間を変更しますので、
ご理解いただきますようお願いします。

冷房期間

変更前）７月１日〜９月30日
変更後）６月20日〜９月20日

暖房期間

変更前）11月20日〜３月20日
変更後）12月１日〜３月31日

特設ステージ

寄植え･ハンギングバスケットデモンストレーション、
子ども太鼓、フラメンコ、ゴスペル、よさこい踊り、オ
カリナコンサート ほか
展 示・発 表

モデルガーデン、フラワーアレンジメント展、押し花
展、盆栽展、山野草展、市花つつじ展、ステンドグラス
展、菊花写真展 ほか
お 得 情 報

剪定枝チップ、花苗、風船などをプレゼント
主
催
お問い合わせ先

公益財団法人亀岡市都市緑花協会
TEL 0771ｰ23ｰ2289

※例年、駐車場は、直ぐに満車になります。公共交通機関をご利用いただくか、臨時駐車場からの無料送迎バスをご利用ください。

◎託児室の受付開始時間を、
「 午前９時から」を『午後８時50分から』に変更します!!

利用者の『声』にお答えします
利用者 「ガレリアニュース」に“フリーマーケット”の

開催日を掲載してください。

「ガレリアニュース」は、原則、当財団主催の行事・
事業で紙面を構成しています。ただし、ガレリアか
めおかで行われる、施設利用者主催のイベント・講座・教室で、
その主催者からご希望があれば、裏面に掲載しています。
（有料）。
ご要望の“フリーマーケット”は、施設利用者主催のイベン
トと思われ、その主催者から掲載希望を承れば『イベント・カ
ルチャー教室一覧』に掲載させていただきます。
（編集の都合上、掲載できない場合もあります）

お答え

●植物溶剤インキを使用しています。

