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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）

2月8日(土)

～土曜こどものつどい～
「アスニーキッズシネマ」

第三錦林小学校6年生による合唱とアニメ映画（3本）。
B14：00～16：00C400名D無料E当日先着順F視聴覚係

3月1日（土）
和洋音楽ユニット すばる オーボエと
ファゴットと箏によるコンサート

特別ゲストとしてフルートをお迎えします。和洋音楽の協演をお楽しみください。

B14：00～16:00C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電話,京都アスニーでチケット販売（先着順）F事業係

A〒606-8333 左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内
B9：00～16：30（入園は16：00まで）
D入園料：中以下無料，一般600円,年間入園券2400円
G771-0210
Jhttp://www5.city.kyoto.jp/zoo/
K月曜休園（祝日の場合はその翌平日）
　 ※動物の体調等により変更になる場合があります。詳細はHP

■ごはんですよ～！
動物たちのごはんの時間を設定したので，順番にごはんを食
べているところが見られるよ。
B11：50～E当日会場

2/22
（土）

2/15
（土）

2/8
（土）

2/1
（土）

■飼育員のお話
動物たちについて，担当飼育員からお話が聞けるよ。

B13：30～E当日会場K雨天中止

2/16
（日）

■サルのお勉強のお話
田中センター長から動物についてお話を聞いてみよう。

B13：30～E当日会場K雨天中止

2/15
（土）

■クイズラリー
問題用紙をもらって，動物たちを観察してクイズに答
えよう。

B9：00～C300名E当日先着順

2/2
（日）

■獣医が行く！
獣医さんが動物についてのお話をしながら園内をま
わります。どの動物を見に行くかは当日のお楽しみ。

B13：30～E当日会場K雨天中止

2/23
（日）

皆さんは「詩吟」と聞いてどんなことを思い浮かべ
ますか？『おじいちゃんが歌っていた』『芸人さん

が吟じているのをテレビで見た』など，一度は見聞きした
ことのある方も多いのではないでしょうか。今回，大使た
ちは日本の伝統芸能の一つとして，幅広い年代の方々
に親しまれている「詩吟」を体験しました。

講師を務めていただいたのは，関西吟詩文化協会
会長の山口華

か

雋
せん

先生と，高師範の奥山紅
こう

雋
せん

先
生。お二方とも「少

しょう

壮
そ う

吟
ぎ ん

士
し

」という，吟界最高位の称号
に認定された，全国的にとても有名な方です。

最初に山口先
生から詩吟に
ついてお話を
聞きました。詩
吟は歌うだけで
はなく，①詩を知

ること ②作者の背景を知ること ③作者の気持ちを知る
こと が大事であり，それが楽しみになると学びました。
　続いて，実際に

などの有名な漢詩を発声しながら，その背景について
勉強しました。
　次に，奥山先生の模範吟詠として，「春暁」や「春望」
を聞きました。先生の声量やその美声にただただ圧倒
された大使たち。最初は初めて聞くメロディーに戸惑う
様子でしたが，先生に続いていくつかの漢詩を吟じるに
つれて，次第に慣れてきたようでした。

最後は，大使たちだ
けで「春暁」を吟

じました。短い時間でし
たが，先生方の教えを
しっかり学び取ったよう
で，山口先生や奥山先
生から「初めてとは思え
ないし，素晴らしかった」とお褒めの言葉をいただきまし
た。佐藤さんは「事前にインターネットで詩吟を聞いてい
たけど，(目の前で)実際に聞く方が良かった」，平居さん
は「初めて聞
いたけど迫
力があって面
白いなと思っ
た」と振り返っ
ていました。

（左から佐藤さん，山口先生，奥山先生，平居さん）

参加大使：
佐藤彬子さん
（西京高等学校附属中学校1年），
平居珠実さん
（京都女子中学校1年）詩吟体験11/
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コンサートへコンサートへへへ
行こう！行こう！

2月16日(日)   右京区花園駅

NEO吹奏楽団第23回定期演奏会
パートナー団体による吹奏楽のコンサート。大河ドラマ
「八重の桜」や「ティコティコ」を演奏します。
AF右京ふれあい文化会館  B14：00～C各448名
D無料E当日先着順G822-3349   

2月16日(日)  伏見区丹波橋駅  
墨染交響楽団第15回定期演奏会

なかなか触れる機会が少ないオーケストラの演奏をお
楽しみ下さい。
AF呉竹文化センターB14：00～16：00（開場13：00）C小，中，高
／600名D無料Eセンターにて整理券事前配布G603-2463  

2月16日(日) 西京区上桂   
吹奏楽団京都ムジークフェライン
演奏会2014

なじみのある曲を「ムジーク紅白歌合戦」としてお届け
します。吹奏楽オリジナル曲も演奏するので，聞きに来
てね。
  B14：00～16：00（開場13：30～）  

3月2日(日)
2013年度ウエスティ吹奏楽祭

西京区内の中学校8校の吹奏
楽部による合同演奏会です。中
学校のお兄さんやお姉さん達
の演奏を楽しんでください。
B10：30～12：40,14：00～15：45

AF西文化会館ウエスティC各４４８名D無料E当日先着順G394-2005

2月22日（土）  中京区二条城前駅   
京フィル室内楽コンサートシリーズvol.45
「MiniMuM」

小さな室内楽から大曲まで！バッハの「無伴奏チェロ組
曲第1番ト長調」ほかをお届けします。
 A京都堀川音楽高校B14：30～16：00C小以上
／300名D2000円（菓子付。当日500円増）E電
話,E-mail(先着順)F京都フィルハーモニー室内合奏団
G212-8275  Ioffi  ce@kyophil.com  

2月23日(日) 左京区北山駅

京都市交響楽団第576回定期演奏会
秋山和慶さんの指揮でストラヴィンス
キーの「春の祭典」を！ピアニスト児玉桃
さんのモーツァルトにも注目！
  A京都コンサートホールB14：30～C小以上／
1833名DS席4500円，B席3500円，P席2000円  Eプレイガ
イドで前売券購入（先着順）F京都市交響楽団G711-3110  

3月1日(土) 中京区東洞院六角  
親子で楽しむコンサート

親子で楽しむクラシックコンサートです。大人も子ども
も楽しめる曲ばかり！今年は，弦楽器と声楽の演奏だよ。
Aウィングス京都B14：00～16：00C幼，小，総（小），保／
240名D1歳～小500円，大人1500円E電話，来館（先着
順）F京都市男女共同参画推進協会G212-8013

3月9日(日)  上京区北野天満宮前 
エンゼルファミリー音楽会

マリンバ・パーカッションコンサートとエ
ンゼル児童合唱団の合唱を鑑賞しよう♪
AF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）B14：30～16：00C4歳以
上／120名D無料E往復はがき（抽選）。〒住所，電話番号，参加者
全員の氏名，年齢を明記。申込締切2/27（木）必着G464-0356

3月16日(日)  山科区椥辻駅  
第２6回ブラスバンド・イーストフェスティバル

山科区・伏見区醍醐地域・東山区の中学校吹奏楽部の合同演奏会
です。各校単独演奏のほか，合同バンドによる演奏もあります。
AF東部文化会館B13：00～16：00C５５０名
D無料E当日先着順G502-1012  

3月21日(金・祝)  中京区二条城前駅  
教員音楽発表会

京都市立中学校の音楽科教員らによる重唱や合唱，器
楽演奏などをお楽しみください。
A京都堀川音楽高等学校音楽ホールB13：30～16：00C
小以上／300名D無料E当日先着順F京都市立中学校教
育研究会音楽部会G801-3266（中京中学校）  

2月22日(土)  中京区大宮駅  
バンビ音楽会

たけいち音楽教室の講師2人による，歌とピアノ演奏をお送り
します。音楽に合わせた絵本の読み聞かせなども行います。
Aきっずかふぇ&菓子工房ぐらん・ぶるー（三条大宮町）
B14：30～15：30C幼，小，保D小以下無料，小300円，保500円
（フリードリンク付き）E電話，E-mail（先着順）Fたけいち音楽教室
G090-4499-7736Itakeichipiano@zeus.eonet.ne.jp

京都には，伏
ふし

見
み
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荷
り

大
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社
しゃ

では狐
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餅
べい
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神社ではあ
ぶり餅というふうに，寺社ゆかりの京菓子があります。
聖
しょう

護
ご

院
いん

では，節分の日にだけ販売されるお菓子がある
のですが，その名称は次のうちどれでしょう？

ヒント：「 ジュニア京都検定テキ
ストブック」のp140-
141（「ジュニア日本
文化検定テキストブッ
ク」のp136-137）を
見てみよう。

①法
ほ

螺
ら

貝
がい

餅
もち

②どら焼
③みたらし団子
④おせき餅
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2月号 クイズ 応募方法
今回は「トラフィカ京カード」（1000円）を5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2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3・4月号にて発表。

申込方法

～土曜塾クイズ～
12・1月号の解答 ①お  ②と  ③し  ④だ  ⑤ま
一言解説
例えば｢太秦｣は,渡

と

来
らい

人
じん

の秦
はた

氏
し

が一帯を本拠地としていた
ことに由来｡太秦には秦氏と関係の深い広

こう

隆
りゅう

寺
じ

もあります｡
難しい地名も調べてみると興味深いね｡

A〒606-0823左京区下鴨半木町B9：00～17：00（入園は
16：00まで）D入園料,温室観覧料ともに中以下無料,高150
円,大人200円G701-0141Jhttp://www.pref.kyoto.jp/
plant/K詳細はHP

毎週土曜日  ■土曜ミニミニガイド
A受付：植物園会館前B受付13：00～C約30名D要入園
料(温室をガイドする日は要温室観覧料)E当日先着順

■シャドーボックス作品＆
　クラフト展
「花のある暮らし」をテーマに，シャドーボッ
クスなど約60点を展示します。

A植物園会館展示室E当日会場

2/14
(金)

2/23
(日)

■「なからぎの森」
　水車フォトコンテスト
四季折々の「なからぎの森」水車のある風
景をテーマにした写真を展示します。

B10：00～16：00E当日会場

2/14
(金)

2/23
(日)

■早春の園芸市
クリスマスローズやシクラメンなど，話題の
植物を集めた園芸市です。

A植物園会館展示室E当日会場

2/28
(金)

3/2
(日)

●植物園教室･･･①2/2（日）洋ラン展関連講演会
②2/22（土）シャドーボックス作品展関連
　講習会

A①植物園会館研修室②植物園会館B①13：30～
15：00②[シャドーボックス制作体験]10：30～[デコパー
ジュ制作体験]13：30～C①60名②各10名D①無料②
1800円E①当日先着順②往復はがき（抽選）。氏名，〒住
所，連絡先，講習会名（②は希望体験コースも）明記。申込締切
2/15（土）

■食とみどりのサイエンスNow
京都で研究・開発された食の話題と植物園の最新情報を発信します。

A植物園会館研修室B13：00～16：00C60名E当日先着順

2/22
(土)

青少年科学
センター
わくわく科学体験がいっぱい！

A〒612-0031伏見区深草池ノ内町13B9：00
～17：00（入館は16：30まで）【休館日】木曜日D入
場料・プラネタリウム観覧料ともに各小100円，中・高
200円，大人500円（プラネタリウム観覧には入場
料要）※市内小・中・高，民族学校の児童生徒は土・日無
料 G642-1601H642-1605Jhttp://www.
edu.city.kyoto.jp/science/K詳細はHP

ちびっこプラネタリウム

小さなお子さま向けに,その日の星空や星にまつわる
お話を紹介します。
☆2月「ながいきできるほし（1等星カノープス）」
B土日祝14：25～（投映時間約40分）C幼～小低学
年向き／各200名E当日先着順

プラネタリウム

★～3月5日（水）
■宇宙への行き方
　～わくわく宇宙エレベーター～
宇宙飛行士にならなくても宇宙に行ける方法を紹介します。
C各200名  E当日先着順

★2月11日（火・祝）
■じしゃくをつかった
　おもちゃであそぼう Part2
工夫しだいでいろいろな磁石あそびができます。体験
してみよう！
B11：10～，13：15～，15：45～C幼は要保同伴／
各約30名D無料E当日先着順

特別イベント

その他

★2月9日(日)
■プラネタリウム駅伝～春夏秋冬・星空翔る
プラネタリウムで4人の解説者がそれぞれ春夏秋冬，
季節の星座解説をします。
B14：25～16：25C小以上※小・中は要保同伴／
200名D入場料及びプラネタリウム観覧料E先着順
F京都いつでもコール※申込・問合せはP5参照

★2月23日（日）
■科博連サイエンスフェスティバル
京都市内の科学系博物館や企業による科学実験や科
学工作のブースが多数出展します。
B10：00～16：00C幼は要保同伴D無料E当日会場

他にもいろいろ楽しもう！
※詳細は問合せ
◎ 楽しい実験室　パソコンを使って楽しい実験や工作ができるよ。
◎わくわく実験タイム・液体チッ素による低温の科学の実験

 ・毎日内容が変わる楽しい実験と解説
◎チョウの家　沖縄のチョウが観察できるよ。

水曜休館
C参加対象に特に記載のない限り,京都市内に在住・在学・在勤の中学生～30歳です。

北
A北区紫野西御所田町56
  G451-6700 H451-6702Ikita@ys-kyoto.org
E電話，FAX，E-mail，来館（先着順）。氏名，〒住所，
　電話番号，学年を連絡※一部除く
Jhttp://ys-kyoto.org/kita/

毎日（水曜日を除く） 
自習室あります！

予約の入っていない部屋を自習室として開放して
います。テスト勉強などにどうぞ！
  B［平日・土曜日］10:00～21:00［日曜日・祝日］10:00～18:00  D無料E当
日会場

毎月第１金曜・第３土曜日 
きたせいフリータイム

「卓球フリータイム」として多目的室を開放します。
  B [第１金曜]１６：００～１８：００[第３土曜]１４：００～１６：００  D無料E当日会場

2月23日（日）
こども自然体験クラブ「みんなで作ろうストーン☆アート」

お気に入りの石を鴨川でみつけて,自分だけの
とっておきのストーンアートをつくろう！
A鴨川及び北青少年活動センターB10：00
～16：00C15名D400円E要事前申込

下京
A下京区西七条北東野町90
G314-5636　H314-5640
Ishimogyo@ys-kyoto.org
E電話，FAX，E-mail（先着順）。参加者氏名，
　〒住所，電話番号，年齢を連絡 ※一部除く
Jhttp：//ys-kyoto.org/shimogyo/
K詳細は要問合せ

毎週金曜日
ダブルダッチレッスン 途中参加可

2本の縄の中で飛び跳ねたり，音楽に合わせて踊ったりします。
B17：30～19：00  C小，中，教職員／10名D6000円/月,体験
500円,見学無料E要事前申込

毎週木曜日
Swish Kid,s 途中参加可  

基礎からダンスを学び,仲間と一緒に音楽にあわせて楽しみませんか。
B17：00～18：00C小／10名D4000円/月,体験500円,見学無
料E要事前申込

山科
A山科区竹鼻四丁野町42
G593-4911　H593-4916
Iyamashina@ys-kyoto.org
E電話，FAX，来館（先着順）
Jhttp：//ys-kyoto.org/yamashina/
K詳細は要問合せ

①2月10日（月）～14日（金）
②2月11日（火・祝）
やませいバレンタインWEEK♡

①やませいの料理室を開放するので，練習も本番も利用してね。
②やませいでバレンタインのお菓子を一緒につくってみませんか？
B①10：00～21：00※2/14は10：00～18：00②14：00～
17：00C②10名D①無料※材料費は各自負担②300円E要事
前申込。②申込締切2/10（月）

毎日（水曜日を除く） 
ひとりで使える自習室

落ち着いて自習できるスペースを開放します。
  B10：00～21：00※日祝は18：00までC16名D無料E当日先着順

東山
  A東山区清水5-130-6
G541-0619H541-0628
Ihigashiyama@ys-kyoto.org  
E電話，E-mail,来館（先着順）。氏名,学校
名・学年,電話番号を連絡
Jhttp://ys-kyoto.org/higashiyama/

毎週火・木・土曜日（祝日を除く）
スポーツルーム フリータイム

スポーツルームを開放します！

  B [火・木曜]17：00～19：00[土曜]13：00～15：00C中，高D無
料E当日先着順

毎週月・火・木・金曜日（祝日を除く）
中学生・高校生年代のための
トレーニングルーム利用活性化事業 参加者募集中！

中学生・高校生年代の方限定でトレーニングルームを開放します！
体力維持・体力増進のために，ぜひ“しもせい”へ！！

  B10：00～13：00，14：00～17：00，17：00～20：00※初参加
の人は，毎週木曜日19：30～実施のガイダンスに要参加C中，高D
無料※要保険加入。中1450円,高1850円E来館。申込締切：希望
日の4日前  

2月8日，22日，3月1日，3月15日(各土) 
東山コトハジメ ～クレイアニメをつくろう～ 途中参加可

粘土でつくったキャラクターを動かして，オリ
ジナルのアニメをつくります♪一緒に楽しい
作品をつくってみませんか？

  B13：00～15：00C中，高／10名D無料
E要事前申込  
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12 13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     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


