
てん刻教室・そば打ち体験講座・
お正月飾り教室申込先

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

メールの宛先 　kouza@gal ler ia.city.kameoka.k yoto.jp

受講は、どの講座からでも可能です。また、当日、受け付けます。

会 場：2階  大広間

講 師：藤原  英城さん
京都府立大学文学部  教授

日 時：11月５日（土）
午後１時30分〜３時30分

（開場  午後１時）

第6講は12月10日（土）

亀岡生涯学習市民大学 第5講

無 料無 料

「世之介」の誕生
〜『好色一代男』と『源氏物語』〜

無 料無 料

第36回　亀岡市民文化祭

日時：11月12日（土）・13日（日）

　 午前９時30分〜午後４時30分

舞台の部 １階  響ホール
展示の部 １階  コンベンションホール

手作りの
　　　　“文化”に包まれて

無 料無 料

テーマ:
  マンガに描かれた
　　　　　　妖怪たち

〜ダイナミックかめおか〜

京都丹波 妖怪文化論②
〜世界に誇る日本文化〜

会  場：2階  大広間

日  時：11月20日（日）
午後１時30分〜3時30分
　　　　（開場  午後１時）

講  師：飯倉  義之さん
（国際日本文化研究

 　   センター機関研究員）

クリスマスライブ ２０１１クリスマスライブ ２０１１

ガレリアジャズナイトガレリアジャズナイト開催開催
日　時：12月23日（金・祝）午後７時〜８時30分

（開場 午後６時30分）

-Aqua Jazz Orchestra- -三田  裕子さん/Jazz Vocalist-

-金ヶ江  宏介さん/Jazz Vocalist-

　豊中市を中心に北摂地域で活動する
アマチュアバンド。ビッグバンドジャズ
の楽しさを広めるため、あらゆる人々に
参加を呼びかけている。数あるアマチュ
ア・ビッグバンドの中でも一流の演奏と
楽しさ溢れるステージングが大好評。
イベントや各地のジャズフェスタで積
極的に活動中。

　主に関西を中心にライブハウス、イベ
ントに出演。ソウルフルでブルージーな
歌声が魅力。
　Pops & Soulユニットの「オトナリ」と
三唱の「ヌーベルヴォア」のメンバーとし
ても活動中。

会 場：1階  料理実習室

講 師：犬甘野営農組合職員

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、「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

日 時：12月11日（日）
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

そば 打ち体 験 講 座そば 打ち体 験 講 座

て ん 刻 教 室て ん 刻 教 室

会 場：1階 工作室
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）

定 員：25名 ※応募多数の場合は抽選

受講料：1,500円（材料費込）

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

　　　　　　　　　　　　　　　  （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

日 時：12月4日（日）
               午後２時〜４時

【第１部】出演：ハーモニカ演奏
　  構成：複音ハーモニカ

【第２部】出演：楽団１mg
　  構成：吹奏楽（フルート・クラリネット・サックス ほか）

【第３部】出演：ブラスバンド・コリーズ
　  構成：金管バンド

無 料無 料

会場：1 階 ロビーギャラリー

日時：11月27日（日）午後1時30分〜3時45分

サンデー
　プチコンサート
サンデー
　プチコンサート

募集募集募集

募集募集募集

長期間、美しい色合いが楽しめる“プリザーブドフラワー”で
お正月飾りを作りませんか？

初めての方でも安心して楽しめます。

会 場：1階 工作室
講 師：上田きよみさん

定 員：20名　※応募多数の場合は抽選

受講料：2,500円（材料費込）

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
　　　　　　　　 （１通で何名でも申込可能）で、「お正月飾り教室」係へ

締 切：12月8日（木）午後5時必着

日 時：12月18日（日）
午前10時〜正午

（ガレリアかめおか人材バンク登録講師・
　　　日本プリザーブドフラワー協会会員）

募集募集募集プリザーブドのお正月飾り教室プリザーブドのお正月飾り教室

お
答
え

お
答
え

　早朝の監視活動などを行い、目的外駐車の取り
締まりを強化しています。しかし、イベント開催時
は満車でご迷惑をおかけしており、今後も、適正利
用に努力します。

　なお、地下にも駐車場を用意しています。地上平
面駐車場が満車の場合でも、地下駐車場には、比較
的余裕があります。

利用者 　ガレリアかめおか駐車場はいつも満車でトイ
レにも行けず、道の駅の機能が果たせていない。利用者の『声』にお答えします

亀岡市男女共同参画推進事業

会   場：ガレリアかめおか

日  時：11月23日（水・祝）午前10時〜午後５時

ゆう・あいフォーラム2011ゆう・あいフォーラム2011

講演会：講師／正木 明さん（気象予報士・防災士）

その他：ワークショップ
（一部有料や事前予約が必要なものがあります）
参画団体などの活動紹介、展示、販売など

テーマ 「パパはお天気キャスター〜子育て、家事、
　　　   互いを尊重し合い支えあう“正木家のルール”〜」
　　　   午後１時30分〜3時

会   場：ガレリアかめおか

日   時：11月23日（水・祝）午前10時〜午後５時

内　容：αステーションスペシャルステージ

　　　   アニメ「それいけ!アンパンマン  ブラックノーズと魔法の歌」他

　　　   ふれあい動物園  

　　　   人権啓発作品展など

正午〜午後１時30分

第１回  午前1０時30分〜1１時45分
第２回  午後２時〜３時1５分

午前10時〜午後４時

～いのちのきずな～
ヒューマンフェスタ2011 in かめおかヒューマンフェスタ2011 in かめおか

丹波学トーク 第72回丹波学トーク 第72回

会　場：１階  コンベンションホール

出演者：Aqua Jazz Orchestra
三田  裕子さん
金ケ江  宏介さん

ワンドリンク付き、当日券は300円増
就学前のお子様は無料
亀岡牛などが当たる「お楽しみ抽選会」も開催！

チケット ガレリアかめおか総合事務所
亀岡コンベンションビューロー

ワンドリンク付き、当日券は300円増
就学前のお子様は無料
亀岡牛などが当たる「お楽しみ抽選会」も開催！

チケット：ガレリアかめおか総合事務所
亀岡コンベンションビューロー

料　金：一 般…1,500円  中学生以下…1,000円料　金：一 般…1,500円  中学生以下…1,000円

日　時：平成24年 2月19日（日）

チケット発売開始：12月１日（木）チケット発売開始：12月１日（木）

会　場：１階  コンベンションホール
主　催：京都府・亀岡市

(財)生涯学習かめおか財団
(財)自治総合センター

今年も大好評のクリスマスジャズナイトを開催!!ビックバンドに
女性ボーカル、さらに今年は男性ボーカルを加え、大幅にパワーアップ!!
家族で楽しめる映画音楽、若者からシニアまで楽しめる音楽をお楽しみください。

１部 ２部 午後３時〜４時45分

南こうせつ  　　　　
withウー・ファン

心のうたコンサート

南こうせつ  　　　　
withウー・ファン

心のうたコンサート

宝くじ

※宝くじ助成により特別料金です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※前売券完売の場合は、当日券は販売しません。

ガレリアかめおか総合事務所／亀岡市観光協会／大垣書店 亀岡店／
さわだ書店／宮脇書店 亀岡店／チケットぴあ

入場料：全席指定  前売券 2,000円 当日券 2,500円

開 場  午後５時30分　開 演  午後６時

11月1日 販売開始

11月1日の古典の日にちなむ講座

ガレリアかめおかホームページからも申し込めます!

まちの音楽会

詳しくは、亀岡市人権啓発課  0771-25-5018まで詳しくは、亀岡市人権啓発課  0771-25-5018まで

募集募集募集日本漢字能力検定受検者
日　時：平成24年２月10日（金）

　午後７時〜８時（８級〜10級は午後７時40分まで）

会　場：２階　大広間
料　金：２級／3,500円、準２級〜７級／1,800円、８級〜１０級／1,400円

　※申込時にお支払いください。

締　切：12月25日（日）
申込先：ガレリアかめおか総合事務所 ※メール・ＦＡＸ・郵送では受け付けません。

【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-mai l　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

「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〜 ●植物溶剤インキを使用しています。

2011年

vol.159

11月号

【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1１月の休館日

24日（木）
ガレリア
かめおか


