
      

土曜塾情報の右上に記載している実施場所などの区域表示は目安です。詳細については、ホームページや主催団体に問合せするなど、確認いただきますようお願いいたします。 土曜塾情報は，主催者の責任に基づいて登録された情報を掲載しています。情報の内容につきましては主催者から提供されたものであり，安全管理や情報管理，内容面の確認を含め，保護者の責任において参加していただきますようお願いいたします。

●7月21日(土)
「明治の小学校書写教室」 
明治期の小学校の書道の授業を体験。お手本は，
中国で作られた千字からなる漢詩「千字文」です。
B10：00～12：00 C40名 D300円（材料費含む,
保護者付添の場合入館料200円必要）

●7月22日(日)
「博物館たんけんたい」 
石ばん,石ひつやむかしの教科書を使って
学習します。むかしの学校へタイムスリップ!
B10：00～12：00，14：00～16：00C1・2年生コース，3～6年生コース
各30名D300円（材料費含む,保護者付添の場合入館料200円必要）

●7月28日，8月4日(各土)
「おもちゃの手作り教室」 
身近な材料を使って動くおもちゃを作りましょう。
B13：30～15：30C小1・2各30名,小3・4各24名,小
5・6各10名D300円（材料費含む,保護者付添の場合
入館料200円必要）

●7月29日，8月5日(各日) 
「にほん画に挑戦！」【連続講座・全2回】 
日本画は美しい絵の具を使って絵を描く，面白
いものです。本格的な日本画に挑戦しましょう。
B13：30～15：30 C各40名 D500円（材料費含む,
保護者付添の場合入館料200円必要）

C小，総（小）E電話（先着順）。受付７/2（月）～。
①氏名②電話番号③学年④学校名⑤教室名⑥日時⑦
保護者付添の場合は保護者氏名を連絡

京都市学校歴史博物館

夏休み子ども体験教室

京都市歴史資料館  上京区寺町丸太町

■B9：00～17：00■D無料■G241-4312■K月曜・祝日休館

特別展　京都市政史刊行記念 「戦後京都の軌跡」 
～7月25日(水)

「京都市政史 第2巻 市政の展開」の刊行を記念して
開催します。20世紀後半の京都について，京都市政に
関わる様々な資料を展示し,その変遷をたどります。 

歴史の舞台・大広間
～将軍が見ていた松孔雀図～
～6月3日(日)　 

大広間二の間の障壁画《松孔雀図》を，将軍から見た
配置で展示し，将軍の見ていた室内を再現します。    

元離宮二条城 築城 400 年記念
展示・収蔵館  

中京区二条城前駅

9：00～16：45※入館16：30まで。二条城の開城時間
8：45～17：00（受付終了16：00）  入館料１００円，別途
入城料が必要  841-0096  

京都市学校歴史博物館  下京区御幸町仏光寺

9：00～17：00※入館１６：３０まで 小～高１００円，大人
２００円。京都市内の小・中は土・日無料。障害者手帳保有者及び
介助者は無料 344-1305 水曜休館（祝日の場合翌平日）

人の心のあたたかさと，理くつなしの涙
～一教師・大橋まりの記憶と記録～ 
～8月28日(火)

戦中・戦後の一教師・大橋まりの人生を振
り返り，そこに宿る様々な思いと情景を
体感していただきます。

小学5年生用音楽教科書
『あの音あの声』
（教育出版,1948年検定済）

京都市美術館コレクション展第１期 
井田照一　版の思考・間の思索 
～6月17日(日)

京都市美術館の所蔵する版画作品等を通して，作者が作
品を創作する意味や，イメージを表現する方法を探る！
  D小・中3００円，高以上5００円。ただし市内に在住，通学の高
以下は無料  

京都市美術館  左京区岡崎公園

9：00～17：00※入館16：30まで 771-4107  
月曜休館（祝日は開館）

2012京展 
～6月14日(木)

日本画，洋画，彫刻，工芸，書，版画の６部門に分かれ，応
募された中から選ばれた優秀な作品を展示します。
  D小・中4００円，高・大6００円，大人9００円。ただし市内に在
住，通学の高以下は無料

上村淳之展－作家の眼 
6月30日(土)～8月19日(日)

日本画における花鳥表現に東洋の独自性を見いだした日本画
家，上村淳之の作品を通して，創造の意義とその足跡を探ろう！
  D小・中500円，高・大800円，大人1000円  

京菓子資料館  上京区烏丸上立売

10：00～17：00  無料  432-3101 水曜休館

和菓子のあゆみ 
～7月1日（日） 

和菓子の歴史とともに，京菓子作りに欠かせ
ない菓子木型や図案帳などをご紹介します。

樂美術館  上京区油小路中立売

10：00～16：30※入館16：00まで 414-0304
月曜休館（祝日は開館）

春期特別展 樂歴代の名品
「秘蔵の長次郎を見る」 
～6月24日(日)

初代長次郎から15代吉左衞門まで，樂歴代の代表
作を一堂に展観致します。陶家に伝えられた樂焼
450年の歴史をお楽しみ下さい。
D中以下無料，高300円，大700円，一般900円

夏期展　季節を感じよう！！
夏祭りと茶の湯 
6月30日(土)～9月2日(日)

自然と人との関係を見つめてきた茶の湯を、樂歴代の
作品を中心にした取り合わせの中に感じてみましょう。
D中以下無料，高300円，大600円，一般800円

第73回ミニ企画展示　
わたしたちにできること（学生企画）～
震災1年を振り返って 
①～6月17日(日) ②6月23日(土)～7月15日(日)

企画名称:①震災から1年。気仙沼から同世代へ②被
災者×ボランティア？いいえ,宮城のおっちゃんおば
ちゃんこども×京都の学生

立命館大学 国際平和ミュージアム 北区平野
9：00～16：30※入館16:00まで  小200円，中・

高300円，大以上400円 465-8151  月曜休館（祝
日の場合翌日）

2012年度春季特別展
「放射能と人類の未来」 
～7月27日(金)

「放射能ってなに？」「福島原発事故では,なにが起こったの
だろうか？」についてパネルと体験展示で学んでみよう。

京都伝統産業
ふれあい館ギャラリー 

 左京区岡崎公園

9：00～17：00 無料 762-2670  

京漆芸美展-japanという名の小宇宙- 
～6月10日(日)

他産地製品には見られない「わび」「さび」といった内
面的な味わいを備えた京漆芸美を展示します。

扇子・団扇　図柄の妙展 
6月15日(金)～7月16日(月・祝)

人々の生活に密着して様々な求めに応じ、工夫を加
えて作り続けている京都の扇子団扇の工芸美を鑑賞
していただきます。

茶道資料館  上京区堀川寺之内

9：30～16：30 431-6474  

春季展「四季の画賛と待合のしつらえ」 
～6月10日(日)

画賛とは,絵に賛語を添えた掛物です。茶会に用いる
様々な画賛を待合の諸道具と共に紹介します。
小以下無料，中・高300円，大400円，一般500円

夏季特別展「京三条せともの屋町」 
6月23日(土)～9月17日(月・祝)

江戸時代初めの茶の湯の様子を，名品と京都市から
出土したものとで,当時の好みなどを探ります。
小以下無料，中・高300円，大500円，一般800円

京都文化博物館  中京区三条高倉

10：00～18：00（金曜～19：30）※入館30分前
まで 小・中４００円，高・大８００円，一般１２００円
  京都文化博物館 222-0888 月曜休館（祝日の場
合翌日）※7/16（月・祝）は開館

NHK大河ドラマ50年　特別展　平 清盛 
6月16日(土)～7月17日(火)

平清盛や平氏一門に関連する歴史資料のほか，平安末期
の文化を象徴する美術・工芸品などを一堂に展示します。

中信美術館  上京区下立売油小路

10：00～17：00※入館16：45まで  中信美術館
417-2323  月曜休館

うるわしの女性展 
6月5日(火)～7月8日(日)

京都中央信用金庫所蔵品の中から，女性が
描かれた絵画作品を中心に展示します。

10月6日（土），7日（日）
「市民ふれあいステージ」
参加者募集 
「市民ふれあいステージ」のステージパフォーマンスを募集します。ジャン
ルは問いません。日々の活動成果を，この機会に披露 してみませんか？
A梅小路公園 C50組程度 D無料 E郵送，持参（抽選）。専用の申込用紙を
区役所等の市文化施設，又は文化芸術企画課ＨＰからダウンロード。申込締切
7/6（金）F市民ふれあいステージ企画運営委員会（〒 604-8066中京区河
原町通御池下る下丸屋町394番地ＹＪＫビル2階）G366-0033 Jhttp://
www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-3-1-0-0_33.htmlK申込時に
は審査用資料を提出。必要書類はHP上からダウンロード可

12月2日(日)
エンゼル音楽会サン・サーンス作曲
「動物の謝肉祭」演奏者募集 
今年の１２月，小学生～高校生が主役の演奏会をするよ！
A F京都こども文化会館（〒602-8336上京区一条通七本松西入
瀧ヶ鼻町４３１-１）C小，中，高／楽器により異なる D無料 E郵送（抽
選）。書類・録音メディアを送付。申込締切７/１０（火）必着 G464-
0356Jhttp://www.eonet.ne.jp/̃angel-house/K詳細はHP

募集募集

A中京区丸太町通七本松西入F事業係（☎812-7222）,視聴覚係（☎802-3139）

6月2日（土）
京都市交響楽団
新旧首席奏者たちによる 木管五重奏

京響新旧首席奏者による豪華な木管五重奏をお届けします!

7月7日（土）
ピアノソロとソプラノによるジョイント
コンサート ̶二胡ゲストを迎えて̶

オペラや日本歌謡,ピアノソロが2時間たっぷり楽しめます。ぜひ来てね!

B14：00～16:00（開場13:30）C小以上※託児あり／400名 D小中
500円，高以上800円※親子等割引（保・引率者等と小中はそれぞれ700
円，400円に割引）E京都アスニーでチケット販売（先着順）F事業係

6月9日,7月14日（各土）
～土曜こどものつどい～「アスニーキッズシネマ」

楽しいアニメ映画をみにきてネ！6月「鳳徳小学校・金管バンド演奏」
とアニメ映画（3本）,7月「おじゃる丸」（他3本）。
B14：00～C400名D無料E当日先着順F視聴覚係

　東山地域や嵯峨・嵐山
地域のまち並みを，露地
行灯の灯りといけばな作
品の花などで彩るイベン
ト『京都・花灯路』を皆さ
んはご存知でしょうか。
今回10周年を迎え，京都
の新しい風物詩として定着した「東山花灯路」にジュニア
京都観光大使が参加しました。

　着物に着替えた大使たちは，「祈りの
灯り」事業のお手伝いを行いました。
これは，東日本大震災で亡くなられた
方々の鎮魂と被災地の復興を願い，ろ
うそくの灯りで「祈」の一字を作るもの
で，大使たちは，参加者の皆様とともに
被災地を思い祈りをささげました。

　幕末の京都の治安の保持に任じた京都守護職松平容保公と会津藩士たち。同志
社大学を興した新島襄を支えた会津出身の妻・新島八重。こうした先人たちが紡ぐ
縁で京都市と会津若松市は結ばれています。
　このようなゆかりを契機として，東日本大震災による風評被害の克服と復興，そし
て両市の友好発展を目指し，京都市と会津若松市は観光分野を中心とした交流を進
めていくこととなりました。
この日，室井会津若松市長・門川京都市長臨席のもと，高台寺の方丈で行われた「京
都市・会津若松市相互交流宣言」調印式にはジュニア京都観光大使８人全員が参
加。会津若松市に向けてメッセージを披露しました。

「福島とは離れていますが，復興を願う気持ちは，皆，強く
持っています。（原さん）」，「今日の交流宣言を受け，私のよ
うに興味を持つ人が1人でも増えてほしいです。（大久保さ
ん）」，「日本は今まで戦争などから何度も復興を遂げてきま
した。だから，被災地の皆様も夢をあきらめないでください。
（宮本さん）」など，大使全員がそれぞれの熱い思いを述べ
ました。

青谷夏野さん／大久保美鈴さん／仙田さくら子さん／
西岡航さん／原有利奈さん／松尾大那さん

青谷夏野さん／大久保美鈴さん／仙田さくら子さん／続木明佳さん／
西岡航さん／原有利奈さん／松尾大那さん／宮本紬麦さん

平成24年3月20日（火・祝）

①
「申込みフォーム」
内の検索窓から

検索

②
検索結果
一覧の表示

③
詳細情報の
表示

東山花灯路 京都市・会津若松市相互交流宣言 調印式平成24年3月10日（土）

④
申込みフォームに
情報が反映される

ホームページの「申込みフォーム」で，
過去６ヵ月以内に登録された催しものの情報を引用して
入力できるようになりました。

実施場所について，「車椅子可」や「スロープ有」等，該当するものがありましたら
積極的に選択・記載いただきますようお願いします。※情報はホームページ上で掲載します。

キーワードを入力して検索してください お探しの催しを
クリックしてください

この情報の引用でよろしければ
「この内容を引用する」
ボタンをクリックしてください

ホームページ

からの情報登
録が

ますます便利
に！

「バリアフリ
ー

等の設備・環境
」の

項目を新設
しました！

ホームページで
非公開の項目
（個人情報等）や
日付等は引用
されませんので，
手入力で
お願いします。

注意点

市 民 の み な さま

みやこ子ども土曜塾に をご提供ください！！学びと育ちの場学びと育ちの場

検索土曜塾
みやこ子ども土曜塾のホームページはこちら
http://www.doyo-juku.com/

みやこ子ども土曜塾運営委員会 事務局
〒604-8064　京都市中京区富小路通六角下る　元生祥小学校

G０７５－２５１－０４５７ H０７５－２５１－１０１３ Idoyo-juku@edu.city.kyoto.jp

お問合せ

★情報誌「GoGo土曜塾」発行スケジュール
発行予定日 登録締切日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日
2月1日
3月1日
4月15日

7月6日
8月6日
9月7日
10月5日
12月5日
1月10日
2月19日

24年9月号
10月号
11月号

12・1月号
25年2月号
3・4月号
4・5月号

10 凡例一覧…   開催する場所［当日連絡先］    開催する日時    対象となる人／定員    参加費用    申込方法    申込・問合せ先    電話    FAX    E-mail    ホームページ 11    その他    詳細情報 参加者の表記… 幼＝幼児　小＝小学生　中＝中学生　総＝総合支援学校（小:小学部, 中:中学部／低:低学年, 高:高学年） 高＝高校生　大＝大学生　保＝保護者


