亀岡市「福祉都市」宣言４０周年記念事業

２０２２年１１月１２日(土)・１３日（日）
体験広場

体験広場

１２日（土）

午前９時～午後４時３０分
❖講座事業体験❖
スポーツボイス ものづくり（クレイクラフト）
卓球バレー 健康広場 要約筆記
ママのおしゃべりサロン（絵本づくり）

午前 10 時～午後３時３０分
❖講座事業体験❖
いきいき手話 ものづくり（ミニ色紙づくり）
姿勢改善ピラティス 身体のメンテナンス
ハートサロン（布あそび） パソコン（カレンダー作り）
女子会カフェ ママのおしゃべりサロン（絵本づくり）

❖登録グループ活動体験❖ （7 グループ）

❖登録グループ活動体験❖ （2 グループ）

囲碁 ピンポン コーラス ダンス 社交ダンス

お茶席 社交ダンス

（要予約） 又は （当日先着順）
参加方法は問い合わせてください

活動展示

両 日
午前１０時～午後３時３０分

ピンポン体験 コーラス体験 ダンス体験
❖各センター事業活動展示❖
スポーツボイス体験 社交ダンス体験
障害者福祉センター 中央老人福祉センター
健康ひろば体験
働く女性の家 勤労青少年ホーム

❖登録グループ活動展示】❖

（要予約）又は （当日先着順）
参加方法は問い合わせてください

亀岡市立図書館
ピンポン体験 コーラス体験 第２駐車場最下部
ダンス体験
スポーツボイス体験
社交ダンス体験
午前１1 時～午後
3 時 （無くなり次第終了）

キッチンカー

健康ひろば体験
❖両 日❖
ステーキ チキンオーバーライス デザート
クレープ 鶏つみれ鍋 アンティーク雑貨
ハンドメイドアクセサリー 花苗、寄せ植え体験
❖１２日のみ❖
たこ焼き ホットドック ハンドトリートメント

（13 グループ参加）
パッチワーク 社交ダンス フラダンス
書道 洋裁 ソーイング 篆刻
脳トレ 短歌 写真
❖できるだけ公共交通機関をご利用ください。
❖暖房期間ではないため、暖かい服装でお越しください。
❖ご来館の際は、検温・手指消毒・マスク着用にご協力をお願
いします。
❖館内でのお食事はご遠慮ください。
❖体験等には費用負担の必要なものがあります。
❖詳細時間など、ご不明な点はお問い合わせください。

１３日（日）

❖１３日のみ❖ 唐揚げ デニッシュバー
ハンドメイド雑貨
アロマ雑貨
ハンドマッサージ

亀岡市
総合福祉センター

京都銀行

サンガ
スタジアム

ファミリーマート

くまざわ皮膚科

JR 亀岡駅から徒歩７分

<主催・問合せ>
公益財団法人亀岡市福祉事業団
（亀岡市総合福祉センター内）
亀岡市内丸町４５番地の１
TEL０７７１－２４－０２９４
FAX０７７１－２４－３０７１

JR 亀岡駅

亀岡郵便局

ひがしはら
クリニック

至八木

イオン

南郷公園
市立文化資料館

亀岡市役所

マツモト ローソン

市立図書館中央館

至京都

亀岡小

亀岡城跡

亀岡中
亀岡高

13 日(日)

12 日(土)
体験広場

９：００～１６：３０

１階 コミュニティホール
❖ ９：００～１０：３０
（要予約）
ピンポン・卓球バレー体験 （ピンポン水仙・楽しい
ピンポンサークル） （障害者福祉センター）
❖ １０：３０～１１：３０ （当日先着順）
コーラス体験 （コーラスサークルあさぎり）
❖ １１：３０～１２：３０ （当日先着順）
ダンス体験 （リフレッシュダンスひまわり）
❖ １２：３０～１３：３０ （当日先着順）
コーラス体験 （女声コーラス五月会）
❖ １３：３０～１４：３０ （要予約）（当日先着順）
スポーツボイス体験 （中央老人福祉センター）
❖ １４：３０～１５：３０ （要予約）（当日先着順）
社交ダンス体験 （社交ダンスもみの木会）
❖ １５：３０～１６：３０ （要予約）（当日先着順）
健康広場体験 （障害者福祉センター）

１階 訓練室
❖ １０：００～１４：００ （午前９０分 午後９０分）
囲碁体験 （囲碁講座サークル） （当日先着順）
❖ １０：００～正午 （要予約）（当日先着順）＜有料＞
クレイクラフト体験 （中央老人福祉センター）
❖ １３：００～１５：００ （当日先着順）
要約筆記 OHC 手書き体験 （障害者福祉センター）

両 日
体験広場
３階 託児室＆会議室
① １０：００～１１：００ （要予約）
② １１：００～正午
（当日先着順）
ママのおしゃべりサロン 親子で手づくり絵本体験
（働く女性の家）

活動展示

１０：００～１５：３０
３階 講習室

書をたのしむ会 洋裁サークルピンクッション
篆刻サークル 亀岡短歌会 (女)パッチワークサークル

４階 音楽室
ソーイングサークルひまわり 書道サークルつつじ

４階 講習室 ・ 集会室
亀岡社交ダンスサークル 写真サークル
フラダンスサークルレフア 脳トレ金曜会
書道サークル楽書会 (老)パッチワークサークル

４階 軽運動室
障害者福祉センター 中央老人福祉センター
働く女性の家 勤労青少年ホーム 事業活動風景

10：0０～１５：３０

体験広場

１階 コミュニティホール
❖ 10：30～１１：３０
いきいき手話広場体験 （障害者福祉センター）
❖ １1：３０～１3：0０ （当日先着順）
姿勢改善ピラティス体験 （働く女性の家）
❖ １３：００～１４：００ （当日先着順）
身体のメンテナンス体験 （働く女性の家）
❖ １４：００～１５：３０ （当日先着順）
１階コミュニティホール
社交ダンス体験 （亀岡社交ダンスサークル）

１階 訓練室
❖ １０：００～正午 （要予約）（当日先着順）＜有料＞
ハートサロン 布あそび体験 （働く女性の家）
❖ １０：００～正午
（当日先着順）
女子会カフェ （働く女性の家）
❖ １0：００～正午
（当日先着順）
パソコン カレンダーづくり体験 （働く女性の家）
❖ １３：００～１５：００ （要予約）（当日先着順）
ものづくり ミニ色紙体験 （中央老人福祉センター）
❖ １４：００～１５：００ （当日先着順）＜有料＞
身体のメンテナンス体操体験 （働く女性の家）

３階 和室
① １０：００～正午
（要予約）
② １３：００～１５：００ （当日先着順）
お茶席の体験 （お茶を楽しむ会） ＜有料＞

キッチンカー

１1：００～１5：００
（無くなり次第終了）

🚘 両 日 🚘
❖ Dining 湊屋 （ステーキ）
有料
❖ New York ｋitchen ｔazz
(チキンオーバーライス)
❖ Hometown foodtruck deri （デザート)
❖ unicorn kitchen (クレープ各種)
❖ au gogo （鶏つみれ鍋）
❖ Sutekki （アンティーク雑貨）
❖ chocomint time（ハンドメイドアクセサリー）
❖ はんなりふぁーむ （花苗、寄せ植え体験）

🚘 12 日 🚘
❖ 咲たこ（たこ焼き）
❖ HaLu-food truck （ホットドッグ）
❖ トータルビューティサロン Pallet
（ハンドトリートメント）

🚘 1３ 日 🚘
❖
❖
❖
❖
❖

ｋisai ｋitchen car （唐揚げ）
ネコのしっぽ （デニッシュバー）
smilebird （ハンドメイド雑貨など）
felice （アロマ雑貨など）
happy clover (ハンドマッサージなど)

