
平成23年度テーマ

   　  「楽しく学んで  豊かな人生」〜自分らしい生き方を求めて〜

亀岡生涯学習市民大学 受講生募集

会　場：大広間（10月10日は響ホール）
時　間：午後１時30分〜（開場　午後１時）

申込締切：７月16日（土）郵送は当日消印有効
申込方法：はがき･FAX･メールに住所、名前、ふりがな、性別、
　　　　　年齢、電話番号を明記し「市民大学」係へ（上記住所）
　　　　　　※電話では受け付けません。

開講式･第１講 7月23日（土）

  下出 祐太郎さん

漆芸家・詩人

第２講　8月20日（土）

  比護  信子さん

南丹アスリートクラブ
（開放型地域スポーツクラブ）

第３講　9月10日（土）

  深見 　さん

財団法人祇園祭山鉾連合会前理事長

第４講  10月10日（月･祝）

  樋上 由紀さん
京都市立芸術大学音楽学部ピアノ科嘱託講師

第５講　11月5日（土） 第６講　12月10日（土） 第７講　1月21日（土） 第８講･閉講式 2月4日（土）

  藤原 英城さん
京都府立大学文学部教授

  矢崎 節夫さん
金子みすゞ記念館館長

童謡詩人

  伊藤 之雄さん

京都大学公共政策大学院教授

  上田 正昭さん
京都大学名誉教授

亀岡生涯学習市民大学学長

  松岡 万希さん
ソプラノ歌手

蒔絵から学ぶ伝統の知恵
スポーツを通した心の教育
〜子どもの生きる力を伸ばす〜

京都祇園祭
　　山鉾行事の歴史と現在 人に寄せる思い、

　　　　　 音楽の花束にして

  　橋 侑子さん
作曲家

「世之介」の誕生
　〜『好色一代男』と『源氏物語』〜
　  （11月1日の「古典の日」にちなむ講座）

みんなちがって、みんないい。
〜金子みすゞさんの
　　　　  うれしいまなざし〜

鉄道が変えた京都と亀岡の近代 いま、改めて先人の英知に学ぶ

ディッシュガーデン教室・夏休み体験工房・
パソコン教室申込み先

〒 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@galleria.city.kameoka.kyoto.jp

利用者の『声』にお答えします
お
答
え

お
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　１階コンベンションホール向いの身体障害用トイ
レで、利用後にセンサーに手をかざしてもドアが閉
じず、困惑することがあります。一度センサーの具合
を調整なさったらいかがでしょうか？

　身体障害用トイレの自動ドアは、入室する際は
手をかざしていただきますが、退室後は、自動的
に閉まりますので、手をかざす必要はありません。
各身体障害用トイレにこの内容で掲示をしました。

夏休み体験工房

定員：各20人（応募多数の場合は抽選）
申込：希望コース名・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、ガレリアかめおか「夏休み体験工房」係へ
締切：７月23日（土）郵送は当日消印有効

親子で“夏の思い出”作りませんか？

『工作で自分の世界をつくろう』

木、紙粘土、スチロールを使って
自由に作品を作ります。

日　時：８月６日（土）
　　　  午前10時〜正午
会　場：１階　工作室
講　師：進藤  裕さん

受講料： 1,200円

『万華鏡教室』

ガラスのかけらなどを使って、キ
ラキラ輝く万華鏡を作ります。

日　時：８月７日（日）
　　　  午前10時〜正午
会　場：１階　工作室
講　師：谷本  暁雄さん

受講料： 1,200円

『くまちゃん デコフラワー教室』
くまのマスコットに、お花・ビー
ズ・ラメなどを付けて可愛くデコ
レーションします。

日　時：８月７日（日）
午後１時30分〜３時30分
会　場：１階　工作室
講　師：矢野  裕佳さん

受講料： 1,200円

〈作品イメージ〉〈作品イメージ〉 〈作品イメージ〉
会場：１階  梅岩塾（パソコンルーム）
定員：各14人（最小催行人数３人）※テキスト代は別途必要です。
申込：受講希望コース名・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、
　　　ガレリアかめおか「パソコン教室」係へ
締切：７月８日（金）郵送は当日消印有効

　午前10時〜午後３時（１時間休憩あり）
　7/25　8/1,8,22,29（月）全5日　受講料：20,000円
　　初心者の方も安心！ 電源の入れ方から文書作成基礎まで学べます。

■基礎から始める！パソコン攻略コース

　午前10時〜正午
　7/20,27　8/3,10,24,31（水）全6日　受講料：12,000円
　　エクセルが初めての方でも安心！仕事にも使える、活用術を身に付けよう！

■いちからエクセルコース

〜本講座使用のパソコン〜
　基本ソフトは「Windows XP」、ワード・エクセルのソフトは
　「2002」です。ご使用のパソコンと異なる場合があります。

パソコン教室（夏講座）募集パソコン教室（夏講座）募集

開催期間：毎週金・土（８月６日（土）まで）

時　間：午後６時〜９時30分（ラストオーダー 午後９時）

場　所：レストランガレリア

料　金：食べ放題（バイキング）+飲み放題　90分

　　　　大人 3,300円／小人（小学生）1,600円／幼児（3歳以上）700円

ビアホールガレリア
冷たい生ビールとお料理で暑さを吹き飛ばそう！

7月1日（金）
オープン！ 

　※15名様以上の団体･グループでご予約の場合は、月曜〜
　　木曜･日曜も営業いたします。
　※8月8日以降も8月31日までご予約承ります。

お問い合わせ、ご予約はレストランガレリア  TEL：0771-24-9334

ガレリアかめおか

夏休み体験工房

ベトナム水上人 形 劇 〜ガレリア公演〜 

日時：７月30日（土）午後３時〜４時
会場：１階　コンベンションホール
　《入場料》
　　一　般　　1,000 円　　小・中学生　500 円
　　親子ペア　1,200 円（一般 1 名＋小・中学生 1 名）
　　　　　　　　※当日券は各 300 円増し。
　　　　　　　　※就学前のお子様（保護者同伴）は無料。

　《チケット販売》ガレリアかめおか総合事務所　

水上に人形が舞う、千年の伝統  亀岡に初上陸!

日　時：７月３日（日）午後２時〜４時
　　　　　　　　　　（開場　午後１時30分）

七夕交流
　　コンサート無 料

第26回国民文化祭
開催記念事業七夕交流

　　コンサート
会　場：１階　コンベンションホール
出演者：かめおか市民オカリナ演奏団

かめおかテレーノ・トノ・アンサンブル
シルフィード合唱団（西京区）
シルフィード室内楽団（西京区）
和紗（メッセージソングシンガー）他

日本漢字能力検定受検者募集

日　時：平成23年８月23日（火）
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：７月10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。

日時：7月17日（日）

　　　　　 午後１時30分〜３時45分

ロビーギャラリーで、
定期的に開催しているミニコンサートです。

サンデー
　 プチコンサート
サンデー
　 プチコンサート

無 料

【第１部】出演：le Carillon de chambre
構成：混声合唱

【第２部】出演：荒木由美子
構成：ピアノ（独奏）

【第３部】出演：サークル菜摘
構成：キーボード・ギター・ハーモニカ

日　時：9月17日（土）午後1時30分〜3時

演　題：インターネットと犯罪

講　師：立石　雅彦さん（京都学園大学法学部長）
 　※詳細は8月号でお知らせします。

市民講演会第3回

京都学園大学・（財）生涯学習かめおか財団 協働事業

市民の芸術・文化活動を発表する祭典です。ぜひご参加ください！

第36回亀岡市民文化祭  参加者募集

日時：11月12日（土）・13日（日）

会　場：１階　響ホール

参加料：１団体  4,000円　１人  800円

会　場：１階　コンベンションホール

参加料：１団体  1,000円　１点  500円

参加資格：亀岡市内で文化活動をしている個人または団体
申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、

参加料を添えて「ガレリアかめおか総合事務所」へ
申込締切：７月10日（日）※窓口受付けのみ

舞台の部

展示の部

イ
ラ
ス
ト
募
集
！

ポスター、チラシ、パンフレットに

使用するイラストを募集します。

《応募方法》

　Ａ４（210×297mm）規格内に１作品。
　手書き若しくは印刷されたもので、
　応募者本人が著作権を持つ未使用

　の作品。お 1 人様何点でも応募可能。

締切日：７月１０日（日）必着

※審査は、実施運営委員会が行います。
　応募作品は、文化祭当日にパネル展示予定。
※採用作品の著作権及び知的財産権は亀岡市
　民文化祭実施運営委員会に帰属します。
　応募作品は、原則として返却しません。
　詳細はガレリアかめおかホームページを
　ご覧ください。

第28回亀岡市美術展  出展募集

今年度から高校生の出品料を値下げ！

1,000 円 → 500 円
若い世代の参加を待ってます！！

《応募要領》
対　象：高校生以上で未発表の自己作品。市外の人も　応募で

きます。
部　門：各部門１人２点まで

出  展  料：作品 1 点につき 3,000 円
　　　　　学生（大学生・専門学校生）1,000 円
　　　　　高校生 500 円

申込・搬入：９月３日（土）午後５時〜７時  
　　　　　　※会場で受け付けます。

日本画　100 号（162.1cm × 130.3cm）以内　軸装・額装
洋　画　100 号（162.1cm × 130.3cm）以内　額装
彫　刻　大きさ自由で展示に支障のないもの
工　芸　大きさ自由で展示に支障のないもの
　　　　　（紙芸・金属工芸・木竹工芸・陶芸・染色・創作人形等）
　書　　250cm×100cm 内の大きさで額装仕上げ
　　　　　（軸物は受け付けません）＊訳文を付記してください。

会期：９月10日（土）〜19日（月・祝）
会場：１階　コンベンションホール

第26回国民文化祭開催記念事業

無  料

「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〜

ガレリアかめおか【開館時間】午前９時から午後10時まで 【利用予約受付時間】
  午前９時から午後8時まで【休 館 日】毎月第４木曜日・年末年始（12／29～1／3）

お問い合わせ　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

7月の休館日

28日（木）2011年

vol.155

7月号

※お知らせ：ガレリアかめおかの利用予約受付時間は、午前９時から午後８時まで ●植物溶剤インキを使用しています。

CCC�������CCCお 知 ら せ

9月22日（木） 臨時に開館します。
毎月第４木曜日は休館日ですが、9月は開館します。

ディッシュガーデン教室 募集
お皿の中に植物を植え庭を作るガーデニング教室です。

　家庭で気軽に夏の雰囲気を味わいませんか？

日 時：７月24日（日）午前10時〜正午
会 場：ガレリアかめおか　１階　工作室
講 師：もりたに   まちこさん
　　　　 　 (はなべるフラワーアレンジメントスタジオ、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：2,000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、
　　　　ガレリアかめおか「ディッシュガーデン教室」係へ

締 切：７月13日（水）郵送は当日消印有効 〈作品イメージ〉

ディッシュガーデン教室 募集


