
4月の休業日は23日（木）

催事開催期間  4月1日～5月5日

京都書道学院
（幼児から大人まで）

クラシックバレエ教室

4/5・26（日）

9:30-15:30

入場無料　15店出店

リサイクルショップ　アットホーム
090-6067-3436

4/10・17（金）

18:00-19:00

＜月謝＞1人 2,000円

アスカ・カマエフ・松本
0771-25-8516

陶と写真画のコラボ展Ⅱ 水彩・油絵・デッサン・
絵てがみ等

4/4（土）
4/15（水）

18:00-20:00
10:00-13:00

＜参加費>3,500円（税・材料込）

4/15・22・29（水）
10:00-11:30
＜月謝＞3,000円
入学随時、見学もどうぞ
中川美保子
0771-23-1947

4/6・13・20・27　毎週月曜日

17:10-20:50（3クラス）
＜入会金＞5,000円
＜月謝＞5,500円、7,500円
神谷道子バレエ研究所
075-953-7688

おたのしみフリーマーケット
手作り作品もあり＆リサイクル品もいっぱい～

ステンドグラス教室
KSSカルチャー

4/1・8・15・22（水）※4/22は子どもの時間のみ

＜月謝＞6,600円～
（お手本・道具代・諸費用すべて込）※税別
随時無料体験実施中
京都書道学院　0771-24-0711
http://www.kyoto-shodo.jp

4/6・13・27（月）
11:00-16:00
＜入会金＞4,000円　＜月謝＞4,000円
体験教室有り
詳しくはお問い合わせください。

4/6（月）
13:30-15:00
＜体験参加費＞500円
心で話す 心で聴く 心で読む
さあ！ドアをノックしてください♡

4/29（水・祝）
10:00-15:00
入場無料　
＜出店料＞2m×2m　3,500円 
出店者も先着100店募集してます。

白石三四子
0771-24-5162

＜受講料＞1回 2,000円
（受講毎にお支払いください。
  月謝制ではありません）
体験1回無料　
初心者でも安心しておこしください
山田（アトリエ葵）   050-3395-9739
FAX 075-332-9739

第7回掘り出し物市

10:00-11:30　13:00-14:30
15:30-21:00 （※子どもの時間 15:30-19:00）

＜一般部＞
＜教育部＞

＜一般部＞
＜教育部＞

＜一般部＞

＜教育部＞

4/7・21・28（火）、4/3・24（金）
4/7・21・28（火）

初心者 月2回 3,000円・月3回 4,000円
月3回 2,500円

10:00-12:00（火）、19:00-21:00（火）
13:00-15:00（金）
※4/3のみ13:30-15:30
17:30-18:30（火）、13:00-15:00（金）

書道研究　玄游会
～お気軽にお尋ねください～

拓朗亭の
そば打ち教室

西嶋華園　0771-24-5105
http://kaen-syo.com

フィットネスウォーキング（室内）
10歳若返る美姿勢に！運動初心者さん大歓迎！

保存食教室
寒麹（万能調味料、1人約1㎏）、錦松梅（約500g）

ゆったりヨガ
ヨガ初めて、体が硬いという方も歓迎

帯結びでお困りの方、前結びを
やりませんか。楽に結べますよ!!

亀岡社交ダンスサークル 初心者講習会
「背すじを伸ばして、まずは歩きましょう！」

ふれあいフリーマーケット
（快適空間で楽しみましょう!）

）4/6・13・20 
4/6・13・20
4/7・14・24・28

10:00-11:00
11:30-12:30
18:00-19:00

入会金なし  ＜体験＞500円
＜月曜シニア＞3,200円（1回 1,500円）
＜シニア2＞3,200円（男性参加OK!）
＜火・金曜＞3,500円（2回 2,400円）
健康運動指導士・JWAオフィシャルウォーキングL 永田
090-3659-3880

塩見 090-5907-6164
会長 中井清 090-3032-8868

子供絵画造形
アトリエ葵美術教室
4/7・14・21・28（火）  16:45-18:45
初回体験無料
＜入会金＞2,000円
＜月謝＞5,500円（材料費込み）
亀岡クラス担当　宮川、
又はアトリエ葵ホームページ
080-1405-2878（宮川携帯）

歌声サークル　ゆりの会

4/2・16　第1・3木曜日

＜月会費＞800円　見学無料
60歳～90歳くらいまでの方が、抒情歌や
懐かしい歌を楽しく歌っている会です。
土井百合子（ピアノ講師）
0771-24-9987

13:30-15:00
4/15（水）

＜参加費＞500円（先着15組）
4/8より電話申し込み受付
いわさき音楽教室　
0771-23-3198

10:00-10:45  研修室3・4（2F）

箏・三絃教室

岩崎
075-231-5570

よみきかせ・朗読・アナウンス
♪初心者コース♪

アナウンス研究会
090-3627-0021

整えヨガ

前結び着方教室

タッパー流
簡単レンジクッキング 他ハワイアン・フラ（親子フラ）

4/1・5・15・19・22・29

＜体　験＞

＜持ち物＞タオル（汗ふき）、水orお茶、
バスタオルあればヨガマット、軽装で

1回　500円、
2回目以降　1,000円

サイトウ エリカ　090-8651-6907
（メール）kah.ri.e.w.l@docomo.ne.jp

19:00-20:00

（月曜シニア）
（シニア2）
（火・金曜）

4/6・13・20・27（月）
4/17（金）

13:30-15:00
10:00-11:30

＜月謝＞4,500円（月4回）
※1回ずつの参加も可（1回1,500円）
＜持ち物＞ヨガマットかバスタオル、お茶、
ハンドタオル、動きやすい服装で。
森田友子　090-9046-9151
（メール）5joytomoko@gmail.com

昼の部　4/7・14・21・28（火） 
　　　　14:00-15:00
夜の部　4/3・10・17・24（金） 
　　　　20:00-21:00

4/10（金）・11（土）　9:00-18:00
4/12（日）　9:00-17:00

4/1・8・15・22（水） 10:00-12:00

八木美菜子 
090-1903-3488

なでしこふれあいマーケット協会
0774-86-5328

4/15　第3水曜日

13:00-15:00

＜参加費＞1,500円（他材料実費）
定員8名　要予約

錦織三枝子
090-1914-5230

＜受講料＞1カ月1,000円
（4月～5月 2カ月コースです）
音楽に合わせてスロースロークイッククイック♪

拓朗亭
0771-24-4334

4/10（金）

10:30-12:00

＜参加費＞500円

八木美菜子
090-1903-3488

4/2・16　第1・3木曜日

14:00-18:00

＜月謝＞5,000円

未就園児の
親子リトミック体験教室

4/22（水）・25（土）
10:00-12:00
1回2,000円＋材料費約1,000円
申込〆切 4月12日（日）
各回先着6名まで

プリザーブドフラワー教室

4/9（木）
10:00-12:00
＜レッスン料＞2,500円～（花材込み）
体験レッスンあり、見学もお気軽にどうぞ。
国際フラワーアレンジメント協会
認定講師　森川美華子
090-7363-9345

【お問い合わせ】
（公財）亀岡市都市緑花協会TEL：0771-23-2289

「ガレリアかめおか」で、
催し・会合をサポートします。
「ガレリアかめおか」での会議、研修会、祝賀会、こん
親会等各種催しの弁当、料理、飲物、会場看板、花等
の準備を、開催規模や形式、ご予算等に応じてお手伝
いします。
亀岡コンベンションビューローにお気軽にご相談・
ご用命ください。

10:00-18:00

4/3（金）～5（日）

入場無料（展示・即売いたします）

中井
090-3164-6731

〇この一覧は、お申込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。

〇新型コロナウイルスの影響で中止・延期となることがあります。
　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。

タティングレース教室
小さなシャトルを使って編む伝統の美しいレース

入場無料

土田工芸
090-3465-7935

2020 花と緑のフェスティバル

講　師
演　題
場　所
入場料

：松原 茂さん（京都府立植物園名誉園長）
：意外とオモロイ植物の不思議と謎
：響ホール
：無料

◆みどりの講演会
4月18日（土）  午後1時～2時

内　容

場　所

●モデルガーデン・造園資材展　
●花の美術展『ENJOY』　
●フラワーアレンジメント展　
●寄せ植え＆ハンギングバスケット展　
●市花つつじ展　●盆栽展　●山野草展
●いけ花展　●押し花展　●花セラピー
●花の絵画展　●草花の水彩画展 他
ロビーギャラリー、大広間 他

：

：

◆展示・即売
4月18日（土）・19日（日）  午前9時30分～午後5時

内　容 ●開会式　●子ども太鼓　
●ヒップホップダンス　
●ハンギングバスケット・
　寄せ植えデモンストレーション　
●オカリナ　●フリースタイルダンス　
●弾き語り　●ストリートダンス

：

◆特設ステージ
4月18日（土）  午前9時30分～午後4時40分

内　容 ●マジック　●ハワイアンフラ　
●フラメンコ　●合唱　●タップダンス　
●合唱　●キッズチアダンス　
●フラワーアレンジメント
　デモンストレーション　
●閉会式
ロビーギャラリー特設ステージ

：

会　場：

4月19日（日）  午前10時～午後5時

4月18日(土) ・19日(日)　午前9時30分～午後5時　場所：ガレリアかめおか

国際交流の主役は市民のみなさんです。
企画運営や外国人支援などやってみませんか？

令和2年度 亀岡国際交流協会 会員募集

【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）  TEL0771-29-2700

活動内容/国際交流イベントの実施、定期刊行物の発行、外国人住民への支援活動など
特典/定期刊行物やイベント案内の送付、各種国際交流イベントの参加割引、会員限定事業や研修会
などへの参加、ボランティアスタッフとして企画運営に参加など　年会費/2,000円　入会手続き/所定
の申込用紙に必要事項を記入のうえ、年会費2,000円を添えて亀岡国際交流協会へお申込ください。 「イベント・カルチャー教室」に掲載する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
合事務所へお申込ください。（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）

主　催：（公財）亀岡市都市緑花協会　共　催：亀岡市、（公財）生涯学習かめおか財団
後　援：京都府、（公社）京都モデルフォレスト協会、（一社）亀岡市観光協会、京都新聞

2020花と緑の
フェスティバル

花と緑のフェスティバルは「かめおかプラ
スチックごみゼロ宣言」に取り組んでいま
す。皆様のご協力をお願いします。


