
あなたの生涯学習、応援します!!
生涯学習事業助成金 追加募集

生涯学習の活動を応援する「生涯学習事業助成金」を追加募集します。

◆生涯学習に関わる活動成果を発表する事業

◆生涯学習に関わる刊行物を発行する事業

◆生涯学習に関わる講師・団体などを
　　　　　　　自発的に招いて開催する事業　など

対  　 象：宣伝・営利を目的としない生涯学習活動を行なう個人又は団体
助 成 額 ：対象活動にかかる予算のうち、助成対象となる経費の２分の１（限度額10万円）

申込方法：申込用紙に必要事項を記入し、ガレリアかめおか総合事務所へ

受付期間：９月30日（金）まで

（申込用紙はガレリアかめおかホームページからでもダウンロードできます）

 

《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

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。

高校生の
出展料を改定！

若い世代の参加を
待ってます !!

 →
 

1,000円（昨年） 

500円（今年）

高校生
は

500円
に!!高校生
は

500円
に!! 亀岡市美術展  出展作品募集

第
28

回

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

会期：９月10日（土）〜19 日（月・祝）午前10時〜午後5時

会場：１階  コンベンションホール
最終日は午後 4 時まで

申込・搬入：９月３日（土）午後５時〜７時  会場受付

これからこそ、支援が必要！
東日本大震災義援金

　　3月13日（日）から「ガレリアかめおか」に設置

しています東日本大震災義援募金箱は、6月23日（木）、

京都新聞社会福祉事業団へ第４回目として、

42,041 円を送金。累計額は、516,416 円に達し

ました。ありがとうございました。

　しかし、被災地の復興は困難を極めており、これ

からこそ皆様の支援が必要です。

　ガレリアかめおかでは、引き続き義援募金箱を

設置し、皆様の“息の長い支援”をお待ちしています。

　子育て真っ最中の皆さんから、
“私たちも気軽に生涯学習の活

動がしたい！”こんな要望に応
え「ガレリアかめおか」では、

『託児室』を設けています。
　ご利用方法は、下記のとおり
です。経験豊富な保育士が、皆様
のご利用を待ってまぁ〜す。

『託児
室』で待ってまぁ〜す！

予　　約：事前申込みが必要（0771‐29‐2700）

対  象  者：５カ月児〜就学前児
開室時間：午前９時〜正午、午後１時〜５時
託児時間：３時間以内
費　　用：無　料

※保護者が直接予約。一括申込みは受け付けません。

講 師：比護  信子（ひご のぶこ）さん

スポーツを通した心の教育
〜子どもの生きる力を伸ばす〜

会 場：2階  大広間

年間の講座数は、８講座。１講座のみの受講も可。 第3講は９月10日（土）

南丹アスリートクラブ指導者
　　（開放型地域スポーツクラブ）
公益財団法人日本体育協会公認コーチ

日 時：８月20日（土）
午後１時30分〜３時30分

（開場  午後１時）

亀岡生涯学習市民大学 第2講 無 料無 料

京極  夏彦さん
（小説家）

小松  和彦さん
（国際日本文化研究センター副所長・教授）

会 場：1階  コンベンションホール
定 員：800名（開催当日、入場整理券の配布を予定しています。

  当日、定員を超えた場合は入場できない場合があります。）

〈講演〉午後1時30分〜      〈対談〉午後２時40分〜

日 時：10月２日（日） 午後１時30分〜３時30分
（開場：午後0時30分）

無 料無 料第63回　コレージュ･ド･カメオカ

水木しげると妖怪文化 細川ガラシャ・江・春日局
女性たちの戦国 

細川ガラシャ像
提供：丹後 宮津  桔梗の会

日 時：９月24日（土）

会 場：２階 大広間

　午後１時30分〜３時30分

先人に学ぶガレリアフォーラム先人に学ぶガレリアフォーラム

※ＮＨＫ大河ドラマ「江」時代考証担当

《パネリスト》

  田端　泰子さん （京都橘大学名誉教授）

  小和田　哲男さん （静岡大学名誉教授）

  福島　克彦さん （大山崎町歴史資料館学芸員）

《コーディネーター》

  黒川  孝宏さん （亀岡市文化資料館館長）

  ※ＮＨＫ大河ドラマ「江」時代考証担当  ※ＮＨＫ大河ドラマ「江」時代考証担当

《パネリスト》

  田端　泰子さん （京都橘大学名誉教授）

  小和田　哲男さん （静岡大学名誉教授）

  福島　克彦さん （大山崎町歴史資料館学芸員）

《コーディネーター》

  黒川  孝宏さん （亀岡市文化資料館館長）

無 料無 料 第3回 市民講演会市民講演会

　インターネットによって私た
ちは大きな利益を受けています。
その反面、被害を受ける場面も
拡大しています。
　ネット犯罪のさまざまな問題
を考えます。

インターネットと犯罪

講  師：立石  雅彦さん

日  時：9月17日（土）
　　　　午後１時30分〜3時（開場  午後１時）

会  場：2階  大広間

（京都学園大学法学部長・教授）

この講演会は、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ています。

無 料無 料

第36回　亀岡市民文化祭

市民の文化、はつらつと！

日時：11月12日（土）・13日（日）
舞台の部

展示の部

１階  響ホール

１階  コンベンションホール

お茶席も設けます

【お茶席】 【舞台の部】【展示の部】

＊ご予約と同時にお得な前売券購入をおすすめします

日　時：８月７日（日）（受付  午後６時〜）

お問合せ、ご予約は亀岡コンベンションビューローへ TEL 0771−22−0282

料　金 ：

（税込）

2011“ガレリアかめおか
　　　　　 花火観賞の夕べ”開催！
2011“ガレリアかめおか
　　　　　 花火観賞の夕べ”開催！

午後６時30分〜８時 食事タイム

午後８時〜 花火鑑賞

大人 　5,000円（前売4,500円）

子供（小学生） 　3,000円（前売2,700円）

幼児（３歳以上）　1,300円（前売1,000円）

大人 　5,000円（前売4,500円）

子供（小学生） 　3,000円（前売2,700円）

幼児（３歳以上）　1,300円（前売1,000円）

日　時：８月７日（日）（受付  午後６時〜）

午後６時30分〜８時 食事タイム

午後８時〜 花火鑑賞

場　所：食事　　　２階  大広間
　　　  花火観賞　２階  芝生広場（レストラン２階）
場　所：食事　　　２階  大広間
　　　  花火観賞　２階  芝生広場（レストラン２階）

内　容：食事（バイキングスタイル）＋飲み放題内　容：食事（バイキングスタイル）＋飲み放題

　冷たいお飲み物とお食事、そして、年に一度の「亀岡平和祭保津川花火大会」

をゆったり観賞できるスポットとして、毎年、多数のご来場をいただいております。

　今夏の思い出に、是非お越しください。

　冷たいお飲み物とお食事、そして、年に一度の「亀岡平和祭保津川花火大会」

をゆったり観賞できるスポットとして、毎年、多数のご来場をいただいております。

　今夏の思い出に、是非お越しください。

お
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え
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者

　自動ドアの開閉か所の表示（矢印）が小さすぎて、見えにくい

と思います。もっとわかりやすく大きくできないでしょうか。

　早速、ガレリアかめおかの自動ドアを総点検。大きな
矢印表示を設置して、見やすくしました。これからもよ
り使いやすいガレリアかめおかを目指して、日々取り組
んでいきます。

利用者の『声』にお答えします

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

「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〜※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。

8月の休館日

25日（木）2011年
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