催事開催期間 8 月 1 日～ 9 月 5 日

8月の休業日は22日（木）
〜お気軽にお尋ねください〜

子供絵画造形
アトリエ葵美術教室

歌声サークル

＜一般部＞ 8/6・20・27（火）、8/9・30（金）
＜教育部＞ 8/6・20・27（火）
＜一般部＞ 10:00-12:00（火）、13:00-15:00（金）
19:00-21:00（火）
＜教育部＞ 17:30-18:30（火）
＜一般部＞ 初心者 月2回 3,000円・月3回 4,000円
＜教育部＞月3回 2,500円

8/6・20・27（火） 16:45-18:45

8/1・29

書道研究

玄游会

ゆりの会

第1・5木曜日

公益社団法人 自彊術普及会
自彊術

整えヨガ

8/5・26（月）10:30-12:00

8/4・7・18・21・25・28

初回体験無料 ＜入会＞2,000円
＜月謝＞5,500円（材料費込み）
HPあります「アトリエ葵美術教室」で
検索してください。
http://atorieaoi.wixsite.com/atorieaoi

＜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。

＜普及会費＞
（年1回）3,000円
＜月謝＞2,500円
※バスタオル持参 随時無料体験受付
運動の苦手な方、
高齢の方も自分に合わせて、
無理なくできる全身運動です。

西嶋華園 0771-24-5105
http://kaen-syo.com

亀岡クラス担当宮川
080-1405-2878

土井百合子（ピアノ講師）
0771-24-9987

公益社団法人 自彊術普及会
古岡初音 090-8481-5004

京都書道学院

水彩・油絵・絵てがみ・
デッサン等

朗読・ナレーション・よみきかせ
♪初心者コース♪

フィットネスウォーキング（室内）

（幼児から大人まで）
8/7・21・28（水）
10:00-11:30 13:00-14:30
15:30-21:00（※子どもの時間 15:30-19:00）

＜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

ハワイアン・フラ
（親子フラ）

8/7・21・28（水）
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

社交ダンス

子どもさんのみ可

〜いつまでも自分の足で歩けるための身体づくり〜

8/9・23（金）

8/6・20・27（火）

13:30-15:00

8/26（月）
・9/2（月） 2階研修室
13:30-15:00

＜参加費＞1,000円
（全2回分テキスト含む）
♪声を出して健康に！
アナウンス研究会
090-3627-0021

10歳若返る美姿勢に！運動初心者さん大歓迎！

10:00-11:00
8/5・19・26
（月曜シニア）
11:30-12:30
8/5・26
（シニア 2 ）
8/2・9・23・27 18:30-19:30
（ 火・金 曜 ）
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）

19:00-20:00

＜体

験＞1回 500円、
2回目以降 1,000円
＜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

サイトウ エリカ 090-8651-6907
（メール）
kah.ri.e.w.l@docomo.ne.jp
花火だ、
お盆だ、
そば打ちだ!!

拓朗亭の蕎麦打ち教室

8/17（土）18:00-21:00
8/20（火）10:00-13:00
は
「こどもそば打ち体験教室」
※8/4（日）
＜参加費＞ 3,500円（材料込）
＋任意保険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

拓朗亭
0771-24-4334

ふれあいフリーマーケット

講演会「進化するまち歩き」

スタディルームレオ
ロボット教室

8/18（日）

（快適空間で楽しみましょう!）

＜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

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。
なでしこふれあいマーケット協会
0774-86-5328

8/3（土） 13:30-15:30（予定）
＜講師＞以倉敬之さん（まいまい京都代表）
＜参加費＞無料
＜定 員＞50名 どなたでも
明智光秀が注目される中、
観光ガイドをやってみたい方大歓迎!!
ふるさと亀岡ガイドの会 松尾
090-3848-8676

クラシックバレエ教室

キッズチアダンス教室
カワイダンスエージェンシー

手作り作品もあり＆リサイクル品もいっぱい〜

初心者のシニア・ミセス対象

自分年金のつくり方セミナー

8/5・12・19・26

8/4・11・18・25

8/11（日）

8/23（金） 13:30-15:30
＜登録料＞3,000円
（税別）
＜定 員＞10名
全13回 2,000円 12回＝24,000円（税別）
初回は無料 要電話予約
ベネシートカルチャークラブ京都・
高雄教室 新井（ニイ）
090-1480-8377 ※10:00-16:00

8/4（日） 14:00-16:00
8/5（月） 19:00-21:00
8/26（月） 19:00-21:00
8/31（土） 14:00-16:00
＜参加費＞無料
ファイナンシャルプランナーが教える
資産形成セミナー

19:00-19:50／20:00-20:50

18:00-19:00
＜月謝＞1人

2,500円

アスカ・カマエフ・松本
0771-25-8516

毎週月曜日

毎週日曜日

10:00-15:00

おたのしみフリーマーケット

17:10-20:50

9:00-10:00

＜入会金＞5,000円
＜月謝＞5,500円〜7,500円

9:30-15:30

＜入会金＞2,000円
＜受講料＞1回 1,000円 3歳〜中学生

入場無料

神谷道子バレエ研究所
075-953-7688

川井千枝
090-3719-0701

リサイクルショップ アットホーム
090-6067-3436

15店出店

ヒューマンシネマ2019
日時／8月10日（土） 午前10時〜（開場
会場／1階 響ホール

午前9時45分）、午後2時〜（開場

午後1時30分）

定員／各回約250名（先着順） 料金／無料

主催／亀岡市、亀岡市人権啓発推進協議会
午前の部

午前10時〜（午前9時45分

健康スマホ教室

スタディルームレオロボット教室
070-4306-9405

株式会社FPパートナー セミナー予約係
中川 075-950-0168

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。

教室の講師、イベントの
出演者をご紹介
絵画や書道、工作、音楽など、亀岡で経験を積まれた方々が

どんぐり君、松ぼっくり君、球根君、きのこちゃん、みんなそれぞれちがっていても、それぞれすばら
しいところを持っています。
互いに認め合うことの大切さを教えてくれる、小さな森の仲間たちのお話。

多数登録。地域のイベントや

若おかみは小学生！（アニメ 94分）

下記へ気軽にお問い合わせ

小学6年生の女の子おっこは交通事故で両親を亡くし、祖母の経営する旅館「春の屋」に引き取ら
れる。
旅館に古くから住み着いているユーレイ少年のウリ坊や、転校先の同級生でライバル旅館の跡取り
娘・真月らと知り合ったおっこは、ひょんなことから春の屋の若おかみの修行を始めることに。
失敗の連続に落ち込むおっこだったが、不思議な仲間たちに支えられながら、次々とやって来る個
性的なお客様をもてなそうと奮闘するうちに、少しずつ成長していく。
午後2時〜（午後1時30分

第2・4日曜日 15:00-16:30

〜ガレリアかめおか人材バンクのご案内〜

開場）

みんないちばん！（人権啓発アニメ 13分）

午後の部

8/11・25

＜登録料＞5,400円 ＜授業料＞9,000円
koovを利用したロボットプログラミング教室です。
授業中に1名のみの体験を受け付けています。
体験費500円。体験の予約はwebより。
「スタディルームレオロボット教室」で検索してください。

講座など、無料でご紹介、相
談対応もいたします。
ください。
＜お問い合わせ＞
（公財）生涯学習かめおか財団 TEL.0771-29-2700
※ご利用方法、登録講師一覧は下記webページをご覧ください。
http://www.galleria.or.jp/bank/guidance

開場）

きみはいい子（実写 121分）
真面目だがクラスの問題に正面か
ら向き合えない新米小学校教師や、
幼い頃に受けた暴力がトラウマに
なり、自分の子どもを傷つけてし
まう母親、認知症の兆しにおびえ
る独居老人など、子どもたちやそ
れに関わる大人たちが抱える現代
社会の問題を通して、人が人を愛
することの大切さを描き出す。
「人が人を愛するとは」という普遍
的なテーマをもとに他者との関わ
りのなかで前へと進もうとする主
人公たちの姿に愛しさを感じられ
る作品。

「ガレリアかめおか」での
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、懇親
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。

【お問い合せ】
亀岡市人権啓発課
TEL：0771-25-5018
©2015「きみはいい子」製作委員会

