
参加大使 大塚葵さん(西京高等学校附属中学校1年)，岡本美鈴さん(西京高等学校附属中学校2年)，瀬戸口彩乃さん(桃山中学校2年)，髙橋京華さん(京都女子中学校2年)参加大使 小仲美齢さん(京都教育大学附属桃山中学校2年)，佐藤正嶺さん(洛南高等学校附属中学校2年)，塩山司さん(下鴨中学校2年)，牧理歩さん(京都橘中学校2年)
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１４ 京都・和の文化体験の日

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。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。

日本文化の真髄ともいえる京都の文化芸術を次の
世代に伝えていくため，若い世代が「和の文化」に

触れ，また，伝統産業に親しむ機会として初めて開催され
た「京都・和の文化体験の日」。ジュニア京都観光大使４
名も晴れやかな着物姿で参加し，和の文化について理解
を深めました。
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さん（歌舞伎俳
優）との対談が行わ
れた祇園甲部歌舞練
場に入場されるお客
様を，大使たちがお

出迎えしました。「京都はぐくみ憲章」のパンフレットを手
渡しながら笑顔で挨拶し，「京都には昔から“おもてなし”
の文化があると思った」（小仲さん）と，おもてなしの心を
実感したようでした。

京都に春の訪れを告げる「京都・東山花
灯路」。早春の京都の風物詩として

すっかり定着し，３月６日から１５日までの期
間，東山一帯が行灯や照明の光で彩られま
した。ジュニア京都観光大使は毎年花灯路
のスタッフとして参加しており，今年も着物
姿の大使４名が円山公園で活動しました。

当日の天候はあいにくの雨となり，予定されていた
いくつかの行事が中止になりましたが，「京都の文

化を味わおうとしている人がたくさんいた」（大塚さん），

初めに，井上さ
んによる京

舞が披露され，その
美しい舞に観客は
見入っていました。
次に，バレンタイン
デーにちなんで井
上さんから片岡さんに「お猪

ちょ

口
こ

」がプレゼントされるにあ
たり，小仲・牧大使がお手伝いとして登場。ステージ上の
井上さんの元までお猪口を届け，観客の皆様から温かい
拍手が送られました。

対談の冒頭，井上さんが「ジュニア京都検定の過去
問題を解いてみたけど難しい問題もあったし，大

使たちはすごい！」と褒めてくださり，これには大使たち
もびっくりしていました。対談は，片岡さんが歌舞伎を始
めた小学生の頃の話や，井上さんの京舞のお稽古の話
など，終始楽しい雰囲気で進みました。お二人から若い

「着物の人が多くて，着物が広まってきていると感じた」
（岡本さん）と大使が話していたように，着物姿の市民
や観光客の方もたくさん会場を訪れていました。
　大使たちは，花灯路の散策マップを配布したり，人力車
に乗って記念撮影ができるスポットを案内したりと，悪天
候の中でも笑顔で「おもてなし」をしていました。

「外国の人に『Thank you！』と言われて嬉しかった」
（瀬戸口さん），「着物を着て活動ができて，貴

重な体験になった」（髙橋さん）といった感想が聞かれ，雨
の影響で満足には活動できなかったところもありました

人たちに向けて，「日本の代表的な民俗衣装でもある着
物を着てほしい」「実際に歌舞伎や京舞などを劇場で見
て，和の文化に触れてほしい」
というお話があり，「私も次世
代の人達に和の文化を伝え
ていきたい」（牧さん），「難し
いイメージの和の文化に触
れていきたい」（佐藤さん）という声が聞けました。

弥栄会館ギオンコーナーでは，茶道・箏・華道・京舞
の伝統芸能を鑑賞し，続いて八坂倶楽部でお茶

席（呈
ていちゃ

茶）を体験しました。「受け継がれてきた日本文化
を世界に発信していきたい」（塩山さん）と話す大使たち

は，今日一日で様々な「和の文
化」を学び，それらを伝えてい
くことの大切さを感じました。

が，大使自身
も印象に残る
体験になりま
した。
　世界があこ
がれる観光都
市・京都。その
魅力を一人でも多くの人に知ってもらうため，皆さんも
大使たちのように，「おもてなしの心」で観光客の方をお
迎えしましょう！

京都祇園屋  A京都市東山区弁財天町13祇園縄手ホワイトビル3F G551-7308 Jhttp://kyoto-gionya.com/今回大使たちは,「京都祇園屋」様にご協力いただき,晴れやかな着物を着て活動することができました。

■ みんなでいっしょに
「京炎 そでふれ！」おどろうや！
京都学生祭典オリジナル創作おどり「京炎 そで
ふれ！」をおどってみよう! おどり手がみんなのも
とへ教えに行くよ!おどり教室も開催中！
A京都市内（その他の場所は要相談）C7名以上D無料E電話，FAX，は
がき，E-mail（先着順）。希望日時，場所，参加人数，年齢を明記F京都学生祭
典実行委員会（〒600-8216下京区西洞院通塩小路下ル キャンパスプラザ
京都内）G353-9432H353-9431Isodefure.spreader@gmail.com

■ 新聞フリスビーをつくって遊ぼう
地域や学校のイベントで新聞フリスビーを作っ
て遊びませんか。作り方は出前出張してお教え
いたします。お気軽にご相談ください。
D無料（会場設営・運営・広報等の費用は申込者負担）EFAX（先着順）。実施希望
日1カ月前までに要相談Fグループすずらん（山本）GH681-3795K当方の
都合上，応じかねる場合もありますが，できる限りの対応はさせていただきます。

■ 埋文研のチャレンジ古代体験！
発掘や土器づくり，縄文人の暮らし体験など,楽
しい古代体験がいっぱい! みんなの学校や地域
へ出張するよ。
C小，中D無料（材料費必要の場合あり）E電話，
FAX（先着順）F（公財）京都市埋蔵文化財研究所 G4 1 5 -
0521H431-3307Jhttp://www.kyoto-arc.or.jp/K詳細はHP

■まちくさワークショップ
　町に生える草に名前をつけよう！
みんなで町を歩きながら,そこに生える草たちに名前を
つけていきます。さあ,どんな草たちに出会えるかな？
C小,保／20名D500円EE-mail（先着順）F京都府中小企業
女性中央会G431-6469I info@machikusa.com

■W
ワコール

acoal T
ツボミ

subomi S
スクール

chool
成長期の女の子とその保護者の方を対象にした，からだの
成長と下着に関する楽しいスクールです。京都府警察によ
る「女の子のための防犯教室」もあわせて開催できます。
B10：00～17：00（年末年始を除いた毎日）C小4～中2，保／10名～
D無料E電話，FAX,E-mail,HP。申込締切：実施希望日の1カ月前Fツボミ
スクール運営事務局G0120-203-248H03-3239-1118I tsubomi@
wacoal.co.jpJhttp://www.wacoal.jp/company/tsubomi/
※ 土曜塾ホームページにレポート記事あり。ぜひ,ご覧ください。

■ 伝えまひょ 残しまひょ 
京の宝もん京ことば

楽しく京ことばの成立ちや昔話にふれてみはらしまへんか。
京ことばでかるた遊びもやってみまひょ。
B要相談C小，中，保／10名以上D3000円（人数などにより変更あ
り）E電話，はがき(先着順)。申込締切：実施希望日1カ月前F京ことば
の会（〒616-8102右京区太秦森ケ東町29-7)G872-7413

幼稚園，学校やPTA，子ども会，学童クラブ単位でも申し込
めます。参加対象をよく見て，お気軽にお問合せください！

●会場は申込者側で準備してください●実施日時は各団体へご相談ください

■ 百人一首の出前指導します！
百人一首の覚え方・取り方・ルールなどを楽しく丁寧
に指導。集中力や暗記力もつくよ。個別指導も可。
C小，中，総（小，中）,高，保／10名以上D交通費等
応相談E電話F京都府かるた協会G932-5392

■京都市政出前トーク
市職員が子育て支援や環境保全の取組などの
テーマについて地域へ伺い説明します。子ども向
けのお話ができるメニューもあります。
C京都市内在住か通勤・通学の10人以上の団体D無料E市役所
案内所，区役所・支所などで配布中の申込書に記入し,FAXまたは持
参。申込締切：実施希望日1カ月前F市民協働政策推進室G222-
3178H213-0443Jhttp://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/
page/0000035248.htmlK手話通訳・要約筆記あり※要予約

■ 携帯電話やパソコンの
トラブルに巻き込まれないために

携帯電話やパソコンの閲覧上でのトラブルなどの対処法につい
て,消費生活専門相談員が分かりやすくお話しします。
C小5・6，中，総（小・高，中），高，保／１０名以上D無料EＨＰに掲載している申
請書に必要事項を記入し,FAXまたは郵送。申込締切：実施希望日の１カ月前F
京都市文化市民局消費生活総合センター（〒604-8186中京区烏丸御池東南
角 アーバネックス御池ビル西館4階）G256-1110H256-0801Jhttp://
www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000004589.html

■ サンガつながり隊 
  京都サンガF.C.のコーチが小学校や地域
活動に訪問し，サッカーを題材にした運動メ
ニューによる指導を行います。
C幼，小／最大120名程度D無料E電話，FAX，E-mail。学校・団体名，
担当者氏名，〒住所，電話番号，希望日時（第3希望まで），人数（学年ご
と），実施場所を連絡F京都サンガF.C.育成・普及部ホームタウン推進課
G0774-55-7603H0774-55-7613I tsunagaritai@kyotosanga.
jp  Kボール等必要な道具はサンガで準備

■ 子どもの運動，
親子のスキンシップ 出前講座 

体操,ヨガ,ダンス,護身教室など運動が苦手な方でも楽しく身体
を動かす講座を一緒に企画してみませんか。
 C幼，小，中，高，保D要相談E電話,E-mail,HPF日進月歩カルチャーラボG222-
5500I info@nissingeppo.comJhttp://www.nissingeppo.comK詳細はHP

■みんなでお金博士になろう
  カードゲーム（JCFA制作）を通じて，「お金の役割」や「大切さ」を学びます。
C小／30名程度（相談可）D無料E電話,HP（先着順）。申込締切：実施希望日の
１ヶ月前FSMBCコンシューマーファイナンス（株）京都お客様サービスプラザ
G343-6131（平日10：00～18：00）Jhttp://www.promise-plaza.com/

■ キッズサッカー 
キッズインストラクターが，幼稚園・保育園を
訪問し,サッカーゲームを指導します。
A幼稚園・保育園に限るC幼／80名D無料
E電話，FAX（抽選）。希望日時・場所，人数等を連絡。申込締切：
実施希望日の3週間前F（一社）京都府サッカー協会G211-
9416H211-9417  

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
G701-0141 Jhttp://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 B13：00～C約30名 D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

4/17
(金)

4/20
(月)～  

■第4回 サトザクラ展
植物園内にあるサトザクラを中心とした切り枝を展示。
A植物園会館展示室

4/17
(金)

4/22
(水)～  

■第11回 たそがれ･桜･そぞろ歩き
夕暮れに染まる園内を｢園の桜守(職員)｣が案内。
B17:00～17:45C30名E当日先着順

4/24
(金)

5/10
(日)～  

■第24回 フクシア展
フクシア約100品種150鉢を展示。
A観覧温室内ジャングルゾーンB10:00～16:00

5/3
(日･祝)

5/4
(月･祝)・  

■植物園マルシェ
地域連携販売･地域産品展示販売等を実施。
Aくすのき並木

5/5
(火･祝)

5/6
(水･休)・  

■クラフトマルシェ
手工芸品など70店による手作り品市。
A大芝生地

5/15
(金)

5/17
(日)～  

■第42回 サボテン展
サボテン,多肉植物約300鉢を展示(即売あり)。
A植物園会館展示室K5/17(日) 
13:30～関連講習会有(当日先着順)

5/21
(木)

5/24
(日)～  

■第11回 バラ園散歩
夕暮れに染まるバラ園内を職員が案内。
B17:00～17:45C30名E当日先着順

5/23
(土)  

■ハンギングバスケット講習会
ハンギングバスケット作りの実習。
A植物園会館研修室B13:30～15:00C30名D3000円（材料費）E往
復はがき(抽選)。氏名,〒住所,連絡先,希望講座名を明記。申込締切5/16(土)

■有馬バレエ
～楽しいバレエ体験教室～ 
姿勢よく音感や体力を養うクラシックバレエのレッスンを楽しく教えます。
        C幼以上／10～30名D交通費E電話，FAX，E-mail，HP(先着順)F京都バレエ
専門学校G701-6026H712-8303Iarima.b@fancy.ocn.ne.jpJhttp://
www.kyoto-ballet-academy.com/arimaballet/K詳細は応相談

■京都府内産の木材で木材教室
京都府内産の木材を用いて木工教室をします。 
A雨天決行可能な場所B土曜日10 :00～12 : 00C小※小
･低は要保同伴／50名 D1名500円 E電話, E -ma i l (先着
順)。団体名･氏名,連絡先,メールアドレスを連絡。申込締切:
実施希望日の2ヶ月前F (株)ビーケーホームG693-3666    Ibkhome@basil.ocn.ne.jp        

A〒612-0031 伏見区深草池ノ内町13
B9：00～17：00（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小100円，中・高200円，大
人510円（プラネタリウム観覧・各イベント参加は要入場料）※市
内小・中・高,民族学校の児童生徒は土・日無料
G642-1601 H642-1605
Jhttp://www.edu.city.kyoto.jp/science/ K詳細はHP

プラネタリウム
★～6月3日(水)
■ビッグバンから始まる宇宙物語
観測や研究から予想される宇宙の過去･現在･未来の姿を紹介。
B [土・日・祝]11：00～，13：00～，15：45～[月]13：00～，15：45～
[火・水・金]15：45～C各200名E当日先着順

★毎月第4金曜日･第4土曜日
■星座探訪 
(4月｢しし座｣,5月｢おとめ座｣)
特定の星座について,歴史,神話,見つけ方,
観察のポイントなどを紹介。
    B15:45～C200名    E当日先着順                        

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。
☆4月「ほしになったライオン（しし座）」
☆5月｢てんにのぼったかみのけ（かみのけ座）｣
B［土・日・祝］14：25～（投映時間約40分）C幼～小・低向き／各
200名E当日先着順

親子実験教室
★①5月24日(日) 
■水の科学
水はとても不思議な物質です。
実験でたくさんの不思議をみつけましょう。    

★②6月13日(土)
■砂はおもしろい!
普段見ている砂がこんなにおもしろい!                                            

★③6月21日(日)
■シロアリのひみつ
シロアリにはおどろく秘密があります。                                            

B10:00～12:00,14:00～16:00(受付各30分前)C小,中,総
(小,中),保※幼は入室不可／各40名D無料E往復はがき(抽
選)。イベント名,テーマ,希望日時,参加者全員の氏名(ふりがな),
学校名・学年,代表者の氏名･〒住所･電話番号を明記。申込締切①
4/21(火)②5/12(火)③5/19(火)                    K1枚のはがきに1テーマ及
び5名まで

特別イベント
★4月29日(水･祝)
■屋外園クイズラリー 
屋外園を探検しながら,クイズに答えよう!

★5月2日(土)
■天文台の公開
天文台にある25cm屈折赤道儀天体望遠鏡を紹介します。                                           

★5月3日(日･祝)
■ちぢむプラスチック
身のまわりに使われているプラスチックを使って実験してみよう。                                            

★5月4日(月･祝)
■ウグイス笛をつくろう!
ウグイスの鳴き声のような音が出る笛をつくりましょう!                                            

★5月5日(火･祝)
■屋外園植物のしおり
屋外園で見られる植物の押し葉標本を作ります。                                            

★5月6日(水･休)
■「視程」屋上からどこまで見えるかな♪
科学センターの屋上から,どこまで見えるか見てみよう!                                            

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                        

その他

★5月22日(金)
■市民天体観望会 よいの明星｢金星｣
プラネタリウムで星空解説,天文台で実際に星を解説します。
    B19:00～21:00C小以上※小・中は要保同伴／150名D無料
E先着順。申込開始5/12(火)F京都いつでもコール※申込・問
合せはP8参照                K雨天や悪天候の場合はプラネタリウムで星の解
説や天文台の解説を行います

★6月14日(日)
■自然観察教室「大文字山の地学」
大文字山を登りながら,岩・鉱石を観察します。（当日の行程は約
7kmの健脚向けコース）
A大文字山B9:30～15:30C小4以上※小は要保同伴／40名
D100円※別途要交通費Eはがき(抽選)。イベント名,参加希望
日,参加者全員の氏名(ふりがな),学校名・学年※大人は「一般」と
記載,代表者の氏名・電話番号を明記。申込締切5/12(火)                        

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1人でも家族でも楽

しい実験や工作ができるよ。
◎サイエンスタイム   ・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。

A〒606-8333 左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内
B9：00～17：00（入園は16：30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 月曜日（祝日の場合はその翌平日）休園
　※ 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または電話でご確認ください

4/29
（水･祝）

4/25
（土）

4/18
（土）

5/30
（土）

5/23
（土）

5/16
（土）

5/9
（土）

5/7
（木）

5/6
（水･休）

5/2
（土）

■ごはんですよ～!
動物たちが順番にごはんを食べているところが見られるよ。
B10:15～16:00E当日会場K雨天決行

5/17
（日）

4/19
（日）

■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

5/23
（土）

4/25
（土）

■サルのお勉強のお話
田中センター長から動物についてのお話を聞
いてみよう。
B13：30～E当日会場K雨天中止

5/24
（日）

4/26
（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。
B13：30～E当日会場K雨天中止

5/31
（日）

5/5
（火･祝）

5/3
（日･祝）

■紙芝居
飼育員が動物園での出来事を物語にした
｢紙芝居｣を行います。
B13:30～E当日会場K雨天中止

5/4
（月・祝）

■シマウマさんとなかよし
シマウマさんにごはんをあげてみよう。
B13:30～C30名E当日先着順※11:00～整理券
配布K雨天中止

5/16
（土）

5/9
（土）

■ヒツジの毛刈り
ヒツジの毛を刈るところを見てみよう。刈った毛
はプレゼントします。
B13:30～E当日会場※刈った毛のプレゼン
トは先着順K雨天中止

5/10
（日）

■キリンさんのお話
キリンについて担当飼育員がお話をします。
B13:30～E当日会場K雨天中止

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

図
書
館

わ
く
わ
く
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

コ
ン
サ
ー
ト
へ
行
こ
う

定
期
講
座

随
時
講
座

ま
ち
道
場

体
験
レ
ポ
ー
ト

出
前
講
座

動
物
園
／
植
物
園


