22日（木） かめおか【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-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

12月号
vol.160

クリスマスライブ ２０１１

ガレリアジャズナイト開 催
今年もクリスマスライブとして“ガレリアジャズナイト”を開催!!
「イン ザ ムード」や、
「ルパン3世のテーマ」などを演奏予定。
ご家族でお楽しみください。

場：１階 コンベンションホール
出演者： Aqua Jazz Orchestra

まちの音楽会

佐渡 裕さん

節夫さん

（指揮者）

（金子みすゞ記念館館長・童謡詩人）

日 時：１月 14 日（土）

日 時：12月10 日
（土）

贈 呈 式 午後１時30分〜
受賞記念イベント 午後２時15分〜

午後１時30分〜３時30分
（開場 午後１時）

チケット
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

無料

「石 田梅岩賞」受賞者

（開場 午後６時30分）

講 師：矢崎

コレージュ･ド･カメオカ

第7講は１月21日（土）
受講は、どの講座からでも可能です。また、当日、受け付けします。

第4回

無料

市民講演会

日本経済と今後の展開について
−バブル崩壊以降なぜ立ち上がれないか−

第21回 いきいき亀岡ライフＵＰセミナー

無料
「日本人だけが知らないタバコの真実」
〜時は今、亀岡をもっと元気にしよう〜
講 師：繁田 正子さん

会 場：２階 大広間

プリザーブドのお正月飾り教室
12月18日（日）
午前10時〜正午
会 場：1階 工作室
講 師：上田きよみさん
（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）

定 員：20名 ※応募多数の場合は抽選

締 切：12月8日（木）午後5時必着
亀岡市余部町宝久保１−１
お正月飾り教室の 〒 621-0806 ガレリアかめおか
「お正月飾り教室」係
申込先
メールの宛先 kouza@galleria.city.kameoka.kyoto.jp

サンデー
プチコンサート

※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。

チケット発売開始：12 月１日（木）
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

ガレリアシネマ

無料

日本漢字能力
検定受検者

往年のジャズの名曲に乗せて贈る、心温まる感動作。

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）

大広間

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。

入場料：一般…1,000円

シニア（65歳以上）… 800円 ※当日券はいずれも300円増
チケット：ガレリアかめおか総合事務所

CCC「ガレリアかめおか」
の 年末年始 CCC

今後もお願いします

12月29日〜１月３日まで休業

東日本大震災義援金

「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〜

①午前10時〜
②午後１時30分〜
③午後４時〜

会 場：１階 響ホール 定 員：各回150名（全席自由席）

構成：合唱
【第３部】出演：ハミング☆バード
構成：コーラス・ピアノ

“ガレリアかめおか”は、
３月１３日から
「東日本大震災義援金募金箱」を設置し
ました。以来、皆様の力強い“絆”を寄せ
ていただき、11月10日現在、合計金額は、
『617,245円』に達しました。
この貴重な義援金は、これまでに6回
に分け、京都新聞社会福祉事業団に送り、
復興支援の一助とさせていただきました。
今後も募金箱を設置していきます。皆様
のご協力をお願いします。

始
チケット発売開）
木
（
日
12月15

ふたたび SWING ME AGAIN
日 時：2月 25日（土）

12月29日〜１月３日まで休業

・ガレリアかめおか総合事務所、
大浴場
・かめおか市民活動推進センター
・京都府南丹パートナーシップセンター
・亀岡市立図書館ガレリア分館
・亀岡コンベンションビューロー

・レストランガレリア
※12月28日は、
午後3時に営業終了

物産市場アトリオ・ガレリア朝市は、
裏面をご覧ください

※「道の駅」の駐車場、自動販売機コーナーは、休業中もご利用いただけます。

利用者の『声』にお答えします

利用者

（１通で何名でも申込可能）で、
「お正月飾り教室」係へ

全席指定

市民サロンの拡充と、２階通
路での１階部分の照明を日中
も点灯して欲しい。机を増やし
てほしい。

お答え

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

入場料：前売券 2,000円 当日券 2,500円

構成：ミュージックベル・トーンチャイム・ピアノ

募集

会 場：２階
料 金：２級

会 場：２階 大広間

【第２部】出演：Ensemble EVAN

※京都学園大学と（財）生涯学習かめおか財団の協働で開催します。

募集

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

【第１部】出演：Music Lovers

会 場：2階 大広間

午後１時30分〜
３時30分（開場 午後１時）

当日、正午から入場整理券を配布します。

会場：1 階 ロビーギャラリー

午後０時30分〜１時50分（開場 正午）

日 時：2月26日（日）

©Yuji Hori

日時：12月 11 日（日）午後１時30分〜3時45分

講 師：宮川 重義さん
（京都学園大学経済学部長）
日 時：1 月28日
（土）

（京都府南丹保健所長・京都府立医科大学准教授）

主

栗山 正 亀岡市長
上田 正昭当財団理事長（生涯学習賞選考委員長）

料 金：入場無料
-三田 裕子さん/Jazz Vocalist-

豊中市を中心に北摂地域で活動
主に関西を中心にライブハウス、イベントに出演。
するアマチュアバンド。ビッグバ
ソウルフルでブルージーな歌声が魅力。
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 -金ヶ江 宏介さん/Jazz Vocalist関西大学在学中はアメフトで活躍の側ら、ポップ
ンドの中でも一流の演奏と楽しさ
スなどを歌う。
その後、
BigiBandとの競演をきっかけ
あふれるステージが好評。
に本格的ボーカリストととして活動。
各地のイベントやジャズフェス
エンターテイメント性豊かなステージは、高い評価
ティバルなどへ積極的に出演。
を得ている。

心のうたコンサート

日 時：平成24年 2月19日（日）
開 場 午後５時30分
開 演 午後６時
会 場：１階 コンベンションホール

インタビュアー

会 場：2階 大広間

南こうせつ
with ウー・ファン

宝くじ

生涯学習大賞

〜金子みすゞさんのうれしいまなざし〜

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！

日 時：

第64回

みんなちがって、みんないい。

チケット好評発売中!
三田 裕子さん
金ケ江 宏介さん
料 金： 一 般 1,500円 中学生 下 1,000円

-Aqua Jazz Orchestra-

第11回 生涯学習賞 贈呈式・受賞記念イベ ント

無料

亀岡生涯学習市民大学 第6講

日 時：12月23日（金・祝）午後７時〜８時30分
会

ガレリア【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

12月の休館日

2011年

市民サロンは、スペースが限られており、
有料のクラブ室への導線を確保しなければ
ならず、拡充するのは困難であり、机の増設
も出来ない状況です。また、照明の昼間点灯
は、
節電対策の一環のため、
行っていません。

●植物溶剤インキを使用しています。

