
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。

京都 YMCA
ウエルネスセンター

E電話（先着順）G255-4709 H255-2087
Iwel lness@kyotoymca.orgJhttp ://www.kyotoymca.
or.jp/K詳細は要問合せ

無料体験を実施しています。事前に電話にてお問合せください。

●毎週火・金・土曜日
■今出川・宝ヶ池・伏見サッカー 

サッカーをのびのびと楽しみながら，ここ
ろとからだを育むサッカー教室です。
A鴨川出雲路橋西詰グランド，宝ヶ池フットサル場,桂川
緑地久我橋東詰公園フットサル場 C幼，小（伏見・今出川
は小のみ）／定員はクラスにより異なる

●毎週土曜日
■サッカーオープンスクール
初めての人も経験者も大歓迎！！やさしい指導者と一緒に
サッカーを楽しみましょう。
A三栖フットサルコート B午前中 C小／50名 K三栖
サッカー教室（木曜）開講予定

●毎週火・土曜日
■キッズ・ジュニア体操クラス 

鉄棒・とび箱・マットに楽しく挑戦し“できる”
喜びを知り，体操を好きになろう！！初めて
のお友達も大歓迎♪
A京都YMCA地階ホールC幼，小／各15名

●毎週月～土曜日
■スイミングスクール・水球クラブ
水がこわいお友達も，泳ぐことができるお友達も，やさしい
リーダーと一緒に楽しく練習しよう!!
A京都YMCAウエルネスセンター C幼，小，中／定員は
クラスにより異なる

●毎週土曜日/月2回程度日曜の練習あり
■小学生ドッジボールクラブ
チームプレーの大切さを知り，全国大会を目指して練習
します。女子チーム新設のため,メンバー大募集！！
A右京地域体育館,こども体育館などB9：00～12：00
C小／40名

●毎週月・木曜日
■上桂・醍醐バスケットボールクラス

※費用・詳細に関しては別途お問合せください

●週1回　■英語クラス
幼児・小学生・中学生・高校生英会話
2012年度後期途中入学受付中! 
「英語って楽しい，もっともっと知りたい！」という気持ちを育てます。小学生リテラシー（読み
書き）クラス受講生も募集中。個別指導でそれぞれのレベルに合わせてフォローします。
A京都YMCA英語学校B [幼・小]火～金,[中]木・金,[高]金K詳細は要問合せ

英語学校
E電話,YMCA窓口（先着順）G255-3287 H255-2805
Ieducation@kyotoymca.or.jp

■冬休みプログラム
12月25日(火)～28日(金)
◎キッズダンス 
嵐のダンスをカッコよく踊ろう！4回の講習で1曲をマス
ターします。
A京都YMCA地階ホールB16：30～17：30C小／20名

12月25日（火）～29日（土）
◎鉄棒・とび箱が好きになる教室 
リーダーやお友だちと楽しく鉄棒・
とび箱・マットにチャレンジしよう！
A京都YMCA地階ホールC幼,小1～4／各15名

■デイキャンプ
自然の中や施設見学などの体験でお友達と楽しく元気に過ご
す，日帰りで行う連続4日間のキャンプです。
12/25（火）～28（金）
◎かぜのこ C小　◎もみのき C幼
■スキーキャンプ
冬の大自然の中で,スキーに挑戦！初めてのスキー体験から,もっときれいに
滑りたい上級者まで全23コースの設定があります。

12/24（月・休）夜～30（日）朝
◎中高生スキー冬　スキーもアフタースキーも楽しい！ 
A長野県志賀高原C中，高

12/24（月・休）夜～30（日）朝
◎チャレンジスキー冬　もっと上手になりたい上級者向き。
A長野県志賀高原Cパラレルターンで滑れる小4～高3

12/26（水）朝～30（日）朝
◎リトルキッズスキー冬　初めてでもリーダーがサポートするよ！ 
A長野県志賀高原C小1～2

12/26（水）朝～30（日）朝
◎小学生スキー冬　楽しくスキー！楽しくキャンプ！
A長野県志賀高原C小3～6

1/11（金）夜～14（月・祝）夜
◎ファミリースキー　子どもも大人もスキーを楽しもう！
A長野県白馬五竜C家族（子どもだけの参加不可）

1/12（土）朝～14（月・祝）夜
◎パワフルスキー　たっぷりの雪を楽しもう！
A岐阜県飛騨高山C小

グローバルアウトドアクラブ
E電話（先着順）G231-4388Jhttp://www.ycamp-kyoto.jp/
K詳細は要問合せ※2～3月にもスキーや雪あそびのプログラムあり

■アウトドアクラブ
毎月1回の活動です。自然の中で季節を感じながら楽しく活動
します。学年・興味によって全11チームの設定があります。
C幼,小,中,高A京都近郊

AFメルパルク京都カルチャールームE電話，FAX，E-mail（先着順）
G353-7070H353-7071Ikyoto@oybc.co.jp

メルパルク京都 下京区京都駅

●12月2日(日)
手作りモールアート 
手芸用モールを使って「ソリつきトナカイ」を作ります。
B13：30～15：30C小，中，高，保／24名
D小・中・高525円，大人1050円。別途教材費1050円（1セット）

●12月8日(土) 
2ケタ×2ケタの暗算体験＆講演会 
「2ケタ×2ケタの暗算」の考案者・岩波邦明さん
をお迎えし，暗算の体験と講演会を開催します。
B14：00～16：00C小3～6，中，高，保／100名
D3700円（テキスト代込）

●12月8日,15日（各土）
キッズアクション 
体操や武道の基礎を学び,アクション映画のワンシーンにも挑戦します。
B10：00～11：00C幼,小／各10名D各1050円

●12月8日（土） 
飛び出すクリスマスカード作り 
飛び出すツリーのクリスマスカード作りを体験します。
B12：30～14：00 C24名 D1050円。別途教材費
300円（1セット）

●12月16日(日) 
こども書初め体験教室 
書初めで一年の始まりをこころ新たに迎えましょう。
B10：30～12：30C小／10名D1050円
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12・1月号 クイズ 応募方法
今回は「京都国際マンガミュージアム 入場券」を5組
10名にプレゼントします！ どしどしご応募ください！

京都市教育委員会生涯学習部みやこ子ども土曜塾  
〒604-8064 京都市中京区富小路通六角下ル 元生祥小学校内 
FAX：075-251-1013 E-mail：doyo-juku@edu.city.kyoto.jp

宛先

はがき，FAX，E-mailに，①クイズの答え  ②郵便番号・住
所 ③氏名 ④学校名・学年 ⑤電話・FAX番号⑥本誌へのご意見・ご感想
を明記の上，下記まで。申込締切12月21日（金）必着。※当選者は賞品
の発送をもってお知らせします。クイズの答えは2月号にて発表。

申込方法

～土曜塾クイズ～
11月号の解答

④
一言解説

桓武天皇が京都に都
みやこ

を遷
うつ

す際，道の真ん中にあった
六角堂が祈願によってひとりでに移動したという逸

いつ

話
わ

があり，この時，動かずに残った礎
そせき

石がへそ石と言
われています。

ヒント：「ジュニア京都検定テキストブック」のP.52を見てみよう。 

① 以
いしんでんしん

心伝心 ② 一
いっしんいったい

進一退
③  無

むびょうそくさい

病息災 ④  天
てん ち む よ う

地無用

京都サンガF.C.

2012サッカースクール生募集！！
無料体験スクール実施中！！
みんなと一緒にサッカーを楽しもう！元気よくあい
さつをし,仲間の大切さ,ルールの大切さを学ぼう！ 
A吉祥院，嵐山，MK上賀茂等 C幼,小 D要
問合せFサッカースクール事務局G０７７４-５５-７６２１

サンガタウン城陽へ行こう！！
グラウンドのすぐそばで練習を見学しよう。練習後
にはあこがれの選手とも交流できるよ！
練習日程はHPでチェック！！(非公開練習は見学不可)
Aサンガタウン城陽 D無料 Fサンガ事業部G０７７４-５５-７６03

●1月19日,2月23日, 下京区丹波口駅

　3月2日(各土)

京都で学ぼうサイエンス
小学4年生以上が対象の分かりやすいサイエ
ンス入門です。
A京都産業大学壬生校地むすびわざ館
B14：00～15：30C小4～6，中1，保※小
は要保同伴／30組60名 D無料EFAX，は
がき，E-mail（先着順）。希望講座名・開催日，氏
名（本人・保護者），学校名・学年，〒住所，電話番
号を明記。メールの場合件名に「京都で学ぼう
サイエンス」と入力。申込締切（1/19）1/14
（月・祝），（2/23）2/18（月），（3/2）2/25
（月）F京都産業大学連携推進室（〒603-
8555京都市北区上賀茂本山）G705 -
2952 H705-1960 Irenkei-suishin-
jim@star.kyoto-su.ac.jp

参加大使　荒堀功三さん（御所南小学校６年）／髙谷智響さん（桃山小学校６年）／藤井芽生さん（太秦中学校１年）／森根菜絵さん（陵ケ岡小学校６年）

京都で学ぼうサイエンスサイエンス
　今年，京都大学iPS細胞研究所長の山中伸弥
教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されまし
た。これまで自然科学分野でノーベル賞を受賞
した１６名のうち，１０名が京都市にゆかりがある
ということを知っていますか？
　1949年に日本で初めてノーベル賞を受賞し
た湯川秀樹さんも京都市立京極小学校の卒業生
です。このように実は京都では昔からなじみの深
いサイエンス。
　今回，そのサイエンスについて子どもたちに

知ってほしいと，京
都産業大学で「京都
で学ぼうサイエン
ス」と題した連続講
座が始まりました。
初回講座「湯川先生

の世界：中間子からヒッグス粒子まで」の講師は
湯川さんの教え子でもある曽我見郁夫教授。そ
の講座に４名のジュニア京都観光大使が参加し
ました。
　まずは湯川さんの生い立ちからお話が始まり
ました。子どものころおじいさんから習った漢籍
の素読（書物の意味・内容を考えることなくただ
文字だけを音読すること）が後の人生に大きな影
響を与えたこと，実はスポーツマンだったことな
ど，知られざるエピソードが紹介されました。
　そして，湯川さんが研究された中間子のお話
へ。原子は電子と原子核に分けられますが，原子
核の中でなぜ陽子と中性子は離れずギューと小
さく固まっているのでしょう。
　湯川さんはそれらを互いに結合させる中間子
の存在を予想しました。多くの研究者の努力の結

果，その中間
子が宇宙線の
観測によって
発見されたの
です。
　物理の世界
のお話は，大使たちにも難しいものではありまし
たが，一つ一つの地道な研究が現在の科学技術
の発展につながっていることを知ることができま
した。
　「京都で学ぼうサイエンス」の講座では今後，雲
と雪の実験や放射線の飛行雲の観察，湯川さん
と同じくノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊
さんと南部陽一郎さんの研究のお話など，奥深
いサイエンスの世界を探ることができます。皆さ
んもぜひご参加ください。

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


