
6月の休業日は27日（木）

検定日/8月21日（水）
時間/午後7時～8時（8級～10級は7時40分まで）
会場/2階 大広間　受検級/2級～10級まで
申込期間/7月1日（月）～7月17日（水）

日本漢字能力検定の実施について

子供将棋サークル

催事開催期間  6月1日～7月5日

お友達と将棋を楽しみましょう
京都書道学院
（幼児から大人まで）

6/8・15　第2・3土曜日

13:00-14:30　

＜参加費＞250円（1日分）
小・中学生
子供将棋クラブ　田井
090-6674-5851

6/9（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

6/7・21（金）

18:00-19:00

＜月謝＞1人　2,500円

アスカ・カマエフ・松本
0771-25-8516

ロボットプログラミング
体験会

子供絵画造形
アトリエ葵美術教室

キッズチアダンス教室
カワイダンスエージェンシー

水彩・油絵・絵てがみ・
デッサン等

2019 Summer
とっておきマーケット

6/1（土）
6/9（日）

10:00-17:00
11:00-18:00

無料＜定員＞8名

6/10（月） 10:15-12:45
6/15（土） 18:15-20:45

＜参加費＞3,500円（材料・税込）
任意保険200円

スタディルームレオロボット教室
070-4306-9405

前結び着方教室
帯結びでお困りの方、前で結んでみませんか！簡単ですよ！

6/5・19・26　第1・3・4水曜日

10:00-11:30

＜月謝＞3,000円
入学随時、見学もどうぞ

6/4・11・18・25　毎週火曜日
16:45-18:45
初回参加体験無料
＜月謝＞5,500円（材料費込）
          小学6年生まで

中川美保子
0771-23-1947

6/3・10・17・24　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

健康スマホ教室
初心者のシニア・ミセス対象

混声合唱　アニマート
声がでる　歌える　健康になる

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

6/10（月）
6/14（金）
6/21（金）

9:30-
13:30-
9:30-

11:30
15:30
11:30

無料
要・電話予約　＜定員＞各15名
BCC京都・高雄教室　新井（ニイ）
090-1480-8377

6/5・12・19・26（水）
※6/26は子どもの時間のみ

＜月謝＞7,100円～
（お手本・道具代・諸費用すべて込）
随時無料体験実施中
京都書道学院　0771-24-0711
http://www.kyoto-shodo.jp

6/3・10・24（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

6/23（日）
10:00-15:00
入場無料　
＜出店料＞2m×2m　3,500円 
出店者も先着100店募集しています。

白石三四子
0771-24-5162

6/5・12・19・26　毎週水曜日
10:00-12:00
＜受講料＞1回　2,000円　体験無料
（月謝制ではありません。受講毎のお支払いです）
初心者の方でも安心してお越しください。
山田　050-3395-9739
（FAX）075-332-9739
（メール）39aoidesu@hera.eonet.ne.jp

プリザーブドフラワー教室

歌声サークル　ゆりの会

6/13　第2木曜日
10:00-12:00 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＞

6/4・11・25（火）、6/7・28（金）
6/4・11・25（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）、13:00-15:00（金）、
19:00-21:00（火）
17:30-18:30（火）

＜レッスン料＞2,500円～（花材料込み）
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

書道研究　玄游会
～お気軽にお尋ねください～

西嶋華園　0771-24-5105
http://kaen-syo.com

水：6/5・12・19・26　土：6/1・8・15・22・29

＜入学金＞7,000円　体験希望の方はお問い合せください
＜月謝＞（週1回）5,500円、（週2回）7,500円

14:30-16:00
16:15-17:00
17:00-18:30
18:30-20:30

大人クラス
Cクラス（3才～）
Bクラス（低学年）
A・中高クラス（高学年以上）

野村泰久クラシックバレエスクール
090-5019-1574

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！

社交ダンス
～いつまでも自分の足で歩けるための身体づくり～

ふれあいフリーマーケット
（快適空間で楽しみましょう!）

野村泰久クラシックバレエスクール
基礎が身につき柔軟な身体に

拓朗亭の蕎麦打ち教室
梅雨空に晴れ渡る　そばを打つ!!

6/3・10・17 
6/3・17
6/4・14・18・28

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

入会金なし  ＜体験＞500円
＜月曜シニア＞3,000円（1回 1,500円）
＜シニア2＞2,200円（男性参加OK!）
＜火・金曜＞3,300円（2回 2,200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

6/6・20　第1・3木曜日

＜入会金＞4,000円　＜月謝＞2,500円
＜体　験＞1,000円
40代から80代の方まで、なつメロ・朝ドラの
歌など楽しく歌っています。　初心者歓迎。
岸本容子（声楽家）
0743-75-3964

①10:00-11:30　②11:30-13:00（内容同じ）

講師　宮川萌　080-1405-2878
http://atorieaoi.wixsite.com/atorieaoi

6/6・20　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

整えヨガ

「梅アラカルト」ご紹介他

ハワイアン・フラ（親子フラ）

クラシックバレエ教室

6/5・9・12・19・23・26

＜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
kah.ri.e.w.l@docomo.ne.jp

19:00-20:00

6/5・12・19・26（水）
6/7・14・21・28（金）
10:30-12:00

（月曜シニア）
（シニア2）
（火・金曜）

和室でゆったりヨガ
ヨガ初めて、体が硬いという方歓迎
6/3・10・17・24（月）
6/7・21（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）
※その月5回目以降は1回1,000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。
森田ともこ　090-9046-9151
（メール）5joytomoko@gmail.com

健康ヨガ教室～いつまでも若く健康でいられるように～
（肩こり、便秘、不眠症、腰痛予防、肥満対策などに効果があり、
　　　　　　　　　　　　ストレスを解消し、自律神経を整えます。）

＜入会金＞2,000円　＜月謝＞4,000円
初心者歓迎、見学・体験あります。
TELにてお問い合わせください。
心山美鈴（STRETCH-YOGA認定講師）
075-951-5034

6/9・16・23・30（日）

9:00-10:00

＜入会金＞2,000円
＜受講料＞1回 1,000円  3歳～中学生
川井千枝
090-3719-0701

なでしこふれあいマーケット協会
0774-86-5328

6/4・11・18・25　毎週火曜日
19:00-19:50／20:00-20:50
＜月謝＞19:00-は3,000円

20:00-は4,000円
（両方受講は6,000円）

川瀬一史（ダンススタジオ小町）
090-7880-5775

6/2（日）
10:00-15:00
ハンドメイド＆雑貨＆スイーツの
コラボイベント
先着（大人の方）100名様に花苗プレゼント
Candytuft　佐藤
080-5333-6155

6/7（金）

10:30-12:30

無料

（有）市川ホームパーティ　八木美菜子
090-1903-3488

拓朗亭
0771-24-4334

令和元年度 第2回

7/1（月）～
受付開始

第36回 亀岡市美術展 出展作品募集

「ガレリアかめおか」で、
催し・会合をサポートします。

9月14日（土）～23日（月・祝）

高校生以上の個人で未発表の自己創作品
に限ります。亀岡市外からも応募可

日本画、洋画、彫刻、工芸、書
※各部門1人2点以内
規格などの詳細は事務局までお問い合わ
せください。

作品1点につき、一般：3,000円、学生（大学
生・専門学校生）：1,000円、高校生：500円

日時：9月7日（土） 午後5時～7時

1階　コンベンションホール

所定の出展申込書、出展票に必要事項を
記入のうえ、出展料を添えて搬入日に搬入
してください。（出展申込書、出展票はガレ
リアかめおか総合事務所に置いてありま
す。搬入時に記入してもかまいません。）
※学生は学生証、高校生は生徒手帳をご
持参ください。（写しでも可）

全出展作品を対象に審査を行い、優秀作
品には賞を授与します。

会期

応募資格

部門

出展料

申込・搬入日

会場

出展方法

表彰

【問合先】
亀岡市美術展実施運営委員会事務局
（ガレリアかめおか総合事務所内）
TEL：0771-29-2700
FAX：0771-25-5881

第35回　亀岡市美術展賞
「花裏」　中井爽淵さん作

「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。


