
自発的・積極的な活動を支援
生涯学習事業助成金 追加募集

◆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 ：対象となる事業の実施にかかる予算のうち、助成対象となる経費の２分の1まで助成

受付期間：９月30日（金）まで
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

（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）

CCC�������CCCお知らせ

９月22日（木）は臨時に開館

会 場：1階  コンベンションホール
定 員：800名 ※全席自由席・要入場整理券

テーマ：水木しげると妖怪文化

〈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〜
　　 （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

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

第3回 市民講演会市民講演会

　インターネットは、とても便利な
道具。でもその反面、使い方を誤れば
犯罪につながります。
　インターネットがかかえるさまざ
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）

※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。

無 料無 料

戦国に生きた女性たちの実像！
大河ドラマでも注目！

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  ※ＮＨＫ大河ドラマ「江」時代考証担当

無 料無 料

テーマ:細川ガラシャ・江・春日局
　　   　　　　　　 　女性たちの戦国

京都祇園祭山鉾行事の
　　　　　　　 歴史と現在

会 場：2階  大広間

講 師：深見  　さん
（財）祇園祭山鉾連合会前理事長

日 時：９月10日（土）
午後１時30分〜３時30分

（開場  午後１時）

第4講は10月10日（月・祝）

※この講座は、10月29･30日に開催される

　国民文化祭･京都2011“亀岡祭”“民俗芸能の

　祭典”にちなむ講座です。

亀岡生涯学習市民大学 第3講 無 料無 料

作品申込・搬入：９月３日（土）午後５時〜７時  会場受付

芸術観賞で秋の1日を!!
亀岡市美術展第28回

最終日は午後 4 時まで
午前10時〜午後5時

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

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：10 月５日（水）郵送は当日消印有効

受講料：20,000円
　初心者の方も安心！ パソコンの起動からマウス
　の操作、文字入力、文書作成基礎が学べます。

■基礎から始める！パソコン攻略コース ■いちからエクセルコース

パソコン教室（秋講座）募集パソコン教室（秋講座）募集

※このコースは、簡単な文字入力が出来る人が対象です。

パソコン教室申込み先
メールの宛先　kouza@galleria.city.kameoka.kyoto.jp

〜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。

〒621-0806 亀岡市余部町宝久保1-1ガレリアかめおか
「パソコン教室」係

第36回　亀岡市民文化祭

広がる文化、市民の力！

日時：11月12日（土）・13日（日）

舞台の部 １階  響ホール

午前９時30分〜午後４時30分

展示の部 １階  コンベンションホール

無 料無 料無 料無 料

無 料無 料

センター10年・共に歩む
～あなたと考える“絆”づくり～

第3回 かめおか市民活動推進センターまつり
日時：９月23日（金・祝）

午前10時〜午後4時30分
会場：１階  響ホール

講師　田中  弥生さん（独立行政法人 大学評価・学位授与機構准教授）

楽しいステージパフォーマンス、地域産の食べ物ブースなど

講師　田中  弥生さん（独立行政法人 大学評価・学位授与機構准教授）

楽しいステージパフォーマンス、地域産の食べ物ブースなど

●お問合せ    かめおか市民活動推進センター　0771-29-2703（FAX兼）●お問合せ    かめおか市民活動推進センター　0771-29-2703（FAX兼）

10月29日から駐車場を規制

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

（当日、正午から会場前で配布。先着順で定員になり次第締め切ります。）

あなたのインターネット、
大丈夫？

【第１部】登録団体活動発表  午前10時〜午後1時30分

【第２部】「どう考える“新しい地域の公共”」  午後1時30分〜4時30分

基調講演「どう取り組む、これからのNPO活動」

円卓会議「これからの地域活動のあり方について」！

【第１部】登録団体活動発表  午前10時〜午後1時30分

【第２部】「どう考える“新しい地域の公共”」  午後1時30分〜4時30分

基調講演「どう取り組む、これからのNPO活動」

円卓会議「これからの地域活動のあり方について」
あなたの“声”を聞かせてください！

10月 24,31日  11月 7,14,21日（各月曜日）全5回
午前10時〜午後３時（1時間休憩）

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！

10月 19,26日 11月 2,9,16,30日（各水曜日）全6回
　午前10時〜正午

無 料無 料

【第１部】出演：女声コーラス五月会
構成：コーラス

【第２部】出演：K's Ensemble
構成：ソプラノサックス・アルトサックス・コルネット 他

【第３部】出演：前田みさと・谷美帆子
構成：フルート・ピアノ

サンデープチコンサートサンデープチコンサート

おかげさまで第100回おかげさまで第100回
平成12年11月からスタートして今回で100回目。

これを記念して、当日、セレモニーを行います。

【100回記念セレモニー】

日時：9月25日（日）午後１時30分〜

会場：１階  ロビーギャラリー

《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）

小松和彦  と京極夏彦さ
ん

さ
ん

細川ガラシャ像
提供：丹後 宮津  桔梗の会

 ※ＮＨＫ大河ドラマ「江」時代考証担当

（開場 午後１時）

お
答
え

お
答
え

利用者 必要のない照明は消してもいいのでは？柱の下とか。

利用者の『声』にお答えします

物産市場アトリオ・ガレリア朝市は、平常通り営業します。
レストランガレリアは、午前11時から午後３時まで営業します。

なお図書館、大浴場は、休業します。

　ガレリアかめおかは、今夏に限らず常時施設のご利用に支障のない
範囲で節電対策を行っています。例えば１階ロビーを照らす水銀灯の
間引き、空調機器の徹底クリーニング、白熱球のＬＥＤ転換、庭園灯へ
太陽光発電灯導入などです。
　ご指摘にあった“柱の下”の灯ですが、“柱”にはアップライトとダウ
ンライトを設置。アップライトは、既に間引いています。
　ダウンライトについては、来館者の安全確保のため点灯しています。

毎月第４木曜日は、休館日ですが、９月の第４木曜日（22日）は開館します。

東出入り口

図書館レストラン

響ホール

コンベンションホールコンベンションホール

芝生広場
バラ園

イベント広場

正面玄関
西出入り口

←至 京都 国道9号
至 福知山 →
至 福知山 →

駐車規制駐車規制

　国民文化祭開催のため、平成23年10月29日（土） 午後９時から30日（日）
午後７時まで、ガレリアかめおか下記斜線部分の駐車場は利用できません。
　国民文化祭開催のため、平成23年10月29日（土） 午後９時から30日（日）
午後７時まで、ガレリアかめおか下記斜線部分の駐車場は利用できません。

ガレリアかめおか 【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-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〜 ●植物溶剤インキを使用しています。

2011年

vol.157

9月号

【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


