
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。

水曜休館

10月1日,15日（各土）
ぷれいじむ

小学生対象の自由な遊び場。ドッジボールやバド
ミ ントン，卓球などをして自由に遊んでいるよ！ 
B13：00～15：00※毎月2回程度土曜日に開催C小D無料

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，学年を明記  ※一部除く
Jhttp：//www.ys-kyoto.org/shimogyo/

南
A南区西九条南田町72
G H671-0356 Iminami@ys-kyoto.org
E電話，FAX，E-mail，来館（先着順）。
　氏名，連絡先，年齢を明記※一部除く
Jhttp：//www.ys-kyoto.org/minami/

休館日を除く平日
フリータイム

予約なしでダンスや演芸，卓球の練習などができ,音響機器や
卓球の道具も貸し出しOK。好きなときに気軽に参加してね☆ 
B16:00～18:00C20名程度Kグループの占有は不可

年末年始と水曜を除くほぼ毎日
自習室

自習室を開放しています。日によって使用できない日もあ
りますのでお気軽にお問合せください。
B平日10：00～21：00,日祝日10：00～18：00C10名程度D無料E当日会場

10月4日(火)
卓球大会！

初めてでも大丈夫！優勝者には…!?
B16:00～18:00C京都市内在住在学の中,高年代D無料

10月22日（土）
京炎 そでふれ！
京躍華「そでふれ！教室」

京都で生まれたオリジナルの踊り「京炎 そでふれ！」を体験してみませんか？
B15：00～17：00 C京都市内に在住または通学している方（家族
での参加も可）D無料E電話,FAX,E-mail

毎月第3日曜日
ちかボ。あそび隊

「あそび隊」のボランティア・メンバーと一緒に中央公園で
遊びませんか。大なわやコマなどの遊び道具もあります。
A山科中央公園B14：00～16：00C小D無料E当日会場K雨天中止

10月8日，22日（各土）
やませいへイコ

8日「栗ごはんづくり」,22日「バルーンアート」
B8日：14：00～17：00,22日：14：00～16：00 D8日：100
円,22日：無料E電話,FAX,E-mail（当日可）

山科
A山科区竹鼻四丁野町42
G593-4911　H593-4916
Iyamashina@ys-kyoto.org
Jhttp：//www.ys-kyoto.org/yamashina

中京
A中京区東洞院通六角下ル御射山町262
G231-0640　H231-1231　
Inakagyo@ys-kyoto.org
E 電話，FAX，E-mail，直接来館（先着順）。参加者氏
名，〒，住所，電話番号，学年を明記※一部を除く

毎日（一部設定のない日もあります）
自習室を開放しています

静かな場所で落ちついて自習できるスペースを開放しています。
D無料E当日先着順

平日
フリータイム

ダンスや演劇の練習ができるスペースを開放しています。
B15：00～18：00D無料E当日先着順

毎週木曜日
KID's HIPHOP

初心者も大歓迎！一緒に楽しく踊ってみませんか？
見学,体験もあり。お気軽にお問合せください。
B17：00～18：00C小／10名D月額4000円

途中参加可

10月30日(日)
フリーマーケットｉｎみなみ

おもちゃや服や雑貨など，掘り出し物が見つかるかも！
喫茶もあるので休憩しながらゆっくり回れるよ☆
B13：00～15：30D無料E当日会場

北
A北区紫野西御所田町56北区総合庁舎西庁舎内3階
G451-6700　H451-6702
Ikita@ys-kyoto.org
Jhttp://www.ys-kyoto.org/kita/

サンタクロース 
ボランティア募集！！

クリスマスイブの夜にサンタクロースとトナカイに
なって，事前にお預かりしたプレゼントと一緒に楽しい夜を届けましょう。
B活動日：毎週金曜日19：00～21：00 C15～20名 D無料 E電
話，E-mail，窓口（先着順）。氏名，年齢，電話番号を連絡

毎日（水曜日を除く）
自習室で勉強しませんか？

ゆっくりテスト勉強をしたい時などにどうぞ。
B平日・土曜日10:00～21:00，日曜日・祝日10:00～18:00 D無料 E当日先
着順

毎月第2日曜・第4土曜日
 （ウエイトトレーニングコース）
毎週金曜日
 （エアロビックマシン専用コース）
トレーニングジム利用ガイダンス

トレーニングジムで汗を流そう！器具の使い方や安全なトレーニング
方法などをお伝えしますので，初心者でも大丈夫！
B［第2日曜］10：30～［第4土曜］18：00～（各約1時間半），［金曜］
19：00～（約30分）C京都市内に在住・在勤・通学の中以上／15名
D30歳以下300円，31歳以上600円

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。

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13 B9：00～
17：00（入館は16：30まで）【休館日】木曜日（祝日
の場合は翌平日）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 G642-1601 H642-
1605Jhttp://www.edu.city.kyoto.jp/science/

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,みずがめ座,
わし座にまつわるお話を紹介します。
★10月：｢天にのぼった少年（みずがめ座・わし座）｣
B土日祝14：20～（投映時間約40分）C幼～小低学
年向き／200名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。

★10月10日（月・祝）
 ■祝日イベント
「ストロンボーンをつくろう！」

B10：30～,12：20～,15：40～ C各回30名（先着
順）D無料（要入場料）

★11月20日(日)
■屋外園でみーつけた！
「どんぐりとひっつきむし」

ひっつきむしのひっつく仕組みを調べたり，いろんなど
んぐりの形をくらべたりします。

B10：00～11：30，13：30～15：00（受付30分前か
ら）C小以上※小は保同伴／各36名 D無料（要入場
料）E往復はがき（抽選）。参加希望日，午前・午後の別，
テーマ，参加者全員の氏名（ふりがな），学年，代表者の電
話番号・住所を明記。申込締切10/21（金）F「屋外園
でみーつけた！」係

★11月27日(日) 
■親子実験教室「LEDでクリス
マス飾りを作ろう」

最近，注目されているLEDについて，実験を通して調べ
ます。また，その特徴を生かした，きれいなクリスマス飾
りを製作します。

B10：00～12：00，14：00～16：00 C小以上※小
は保同伴／各40名 D入場料＋材料費（500円）E往
復はがき（抽選）。参加希望日，午前・午後の別，テーマ，参
加者全員の氏名（ふりがな），学年，代表者の電話番号・
住所を明記。申込締切10/28（金）必着 F「親子実験
教室」係

★10月9日（日）～16日（日）
■第16回京都サイエンス
コンテスト作品展示

夏休みなどに児童・生徒が自主的に行った理科・科学の研究作
品のうち,上記コンテスト入選作品（約100点）を展示します。
B9：00～17：00D無料（要入場料）

★10月28日(金) 
■市民天体観望会
「木星とガリレオ衛星」

プラネタリウムで説明を受けた後，天文台の大型望遠
鏡や大型双眼鏡などを使って星の観察をします。

B19：00～21：00（受付18：30～）C小以上※小・
中は保同伴／150名 D無料 E電話，FAX，E-mail（先
着順）。参加希望日とテーマ，参加者全員の氏名（ふり
がな），学年，電話番号を連絡 F京都いつでもコール
G661-3755 H661-5855 Jhttp://www.city.
kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html

★～11月30日(水)  
■「渋川春海～江戸時代の天文学者～」
日本独自の星座や暦を作り上げた江戸時代の天文学
者渋川春海の活躍を紹介します。
C200名E当日先着順K詳細は要問合せ

プラネタリウム

キックオフ前は,キッズドー
ム,ぬりえコーナーなど,楽
しさいっぱいのサンガフレ
ンズスクエアで遊ぼう！
●10/16（日）  
　 B13：00～ 徳島ヴォルティス
●10/19（水）  
　 B19：00～ コンサドーレ札幌
●10/29（土）  
　 B17：00～ 湘南ベルマーレ
A西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場D

小・中・高750円～（前売），大人1500円～（前
売） ※フレンズスクエア無料（飲食等は除く）
Fサンガインフォメーションセンター G212-
9911Jhttp://www.sanga-fc.jp

10月号 クイズ 応募方法
今回は｢まゆまろグッズ｣＆｢国文祭トラフィ
カ京カード｣(1000円分)のセットを５名に
プレゼントします！ どしどしご応募ください！
クイズはp3にあります。

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10月24日（月）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11月号にて発表。

申込方法

～土曜塾クイズ～
9月号の解答

④

一言解説

高山寺に伝わる国宝の鳥獣人物戯
画は，すもうに興じるうさぎとかえる
の豊かな表情が印象的。投げ飛ば
されたうさぎまで，とても楽しそうな
顔を見せています。

青谷夏野さん（四条中学校1年）／大久保美鈴さん（嵯峨中学校1年）／続木明佳さん（大谷中学校1年）／
西岡航さん（京都教育大学附属京都小中学校7年）／松尾大那さん（音羽中学校1年）

　私たちのまち京都のプロサッカークラブ「京
都サンガＦ．Ｃ．」。株式会社京都パープルサン
ガのご協力により，５名のジュニア京都観光大
使が西京極スタジアムを訪問して，サンガフレ
ンズスクエアにある「ＤＯ　ＹＯＵ　ＫＹＯＴＯ？
サンガプロジェクト」の運営のお手伝いとスタ
ジアム体験に参加しました。

　西京極スタジアムは，キックオフ前も楽しいイベントが
盛りだくさん！サンガホームゲームの日，敷地内入口にそ
びえるサンガウェルカムゲートをくぐると，試合開始３時間
前から，「サンガフレンズスクウェア」が開催。グッズショッ
プやフードスタンドの他，子どもたちが参加できるアトラク
ション・イベントのブースが出展しており，紫のシャツを着
たサポーターや家族連れが，試合前のひと時を楽しんで
います。
　Jリーグ ディビジョン２第26節ジェフユナイテッド千
葉戦が行われた8月27日(土)，ジュニア京都観光大使が，
「DO YOU KYOTO？サンガプロジェクト」ブースをお手
伝いしました。このブースでは，「サンガでＥＣＯ！」をテーマ
に，西京極ホームゲームの全試合で使用済てんぷら油と小
型家電を回収しています。集められた油は選手たちが移
動に使用するサンガバスのバイオディーゼル燃料に精製
されるなど，リサイクルして活用されています。また小学
生限定で，サンガや西京極スタジアム，エコについて学べる
「エコ×サンガクイズ大会」も開催。全問正解者には抽選
で選手のサイン入り公式球などが当たります。このブース
に大使が加わり，クイ
ズ参加への呼びかけ
や用紙の受け渡し，抽
選の補助などを行い
ました。クイズに答え
た子どもたちが，続々
と抽選の列に並んで
いましたよ。

　また，サンガ事業部長の中村邦彦さんの案内で，普段入る
ことのできないスタジアム内部を見学させていただきまし
た。最初は試合に出場する選手が使うロッカールーム。結
成当初から使われているもので，朴智星（パク　チソン）選
手（イングランドプレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッ
ド所属），松井大輔選手（フランス１部リーグ・ディジョンFCO
所属），キングカズこと三浦知良選手（横浜ＦＣ所属）など，サ
ンガに所属した歴代のスター選手も毎試合使っていた部
屋です。試合後に監督が記者会見する会見場で監督になり
きって記念撮影したあと，グラウンドを見学。ベンチに座っ
て監督たちの眺める目線を感じました。また天然芝に触れ，
一年中芝が枯れないよう，スタッフの方々が色々な努力を
されていることを聞き，大使たちも感心していました。

　最後に親子そろって試合観戦。試合前に降っていた大
雨もキックオフの時には止み，スタンドでは涼しい風の中，
熱気溢れるサポーターたちの声援が響いています。大使
やサポーターの声援が届いたのでしょうか。若きストライ
カー・宮

みやよし

吉拓
た く み

実選手の決勝ゴールなどで２－１の勝利をお
さめ，選手たちもサポーターたちも皆一緒になってこの勝
利の喜びを味わっていました。
　今回，大使たちはたくさんのことを感じ，学ぶことができ
ました。常に努力し，試合でその実力を発揮している選手
の皆さん。ピッチで戦う選手を支えるため，試合の準備な
どをてきぱきと行う大勢のスタッフの皆さん。この方々の
たくさんの思いや努力が重なっていることがとても印象
的でした。
　１０月以降のサンガのＪ２ホームゲームは6試合開催です。
残りの試合もがんばれ！京都サンガＦ．Ｃ．！！

サンガの試合予定は，下のカコミを見てね!

下
しもはた

畠 翔
しょうご

吾 選手
～ インタビュー～
グランドの上で選手への
インタビューをさせていた
だきました。
今年サンガユースから昇
格した期待のサイドバッ
ク・背番号２６番の下畠
翔吾選手です。

Q． 　京都サンガに入って嬉しかったことは
なんですか？

A． 　チームの活躍です。試合で勝利した時
など，その瞬間のために日々努力してい
るといってもいいです。
Q． 　メンバー同士の交流はありますか？
A． 　練習や試合では皆気合一杯でプレー
していますが，グラウンドを離れると楽し
く話をしたり，じゃれあったりしています。
Q． 　サッカーを始めたきっかけは何ですか？
A． 　父がサッカー好きで，物心つく前から
ボールを持っていました。
Q． 　休日は何をされていますか？
A． 　サッカーをずっとやっているので忙し
い日々ですが，たまの休みにはショッピン
グなどをしています。
Q． 　今日は試合には出場されませんが，
そういうときはどんな気持ちですか？

A． 　チームの勝利のために，少しでも自分
にできることをしたいと考えています。
Q． 　ＧＯＧＯ土曜塾の読者の子どもたちに
向けて一言お願いします。

A． 　みんなそれぞれの好きなことや夢中
になれることを見つけて，やり始めた気
持ちを忘れず，自らすすんで楽しんでや
り続けていってほしいです。

ⒸKYOTO P.S.

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

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アカデミーセンター
G０７７４-５５-７６２１
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