
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。

10（土）
山科区御陵（集合：ＪＲ山科駅前）冬の夜はハイキング！

冒険ウインターキャンプ2011
星がまたたく真冬の大文字山。神秘的な夜の自然の中を仲間と一緒に歩きませんか。（1泊2日）

A野外教育施設やましなの家 C中,高／20名 D2500円EFAX（先着順）。
定員になり次第締切FNPO法人冒険キャンプ実行委員会G H801-7066

TOP日帰りキャンプ …L11月23日（水・祝）

23（金・祝）

●11月5日(土) 伏見区深草駅

深草の今昔ー深草の景観の不思議ー
深草では，不思議だなと感じる景観をたくさん見ることができます。な
ぜ？いつから？等，地域に見られる景観の不思議を考えてみませんか？
A龍谷大学深草キャンパス B13：30～15：00 C200名 D無料
F龍谷大学龍谷エクステンションセンター（REC)G645-7892

●11月12日(土)  伏見区桃山御陵前駅

濠川周辺を訪ねて
濠川周辺の伏見城に関する身近な生物を探してみましょう。ぜひご参加ください。
A御香宮（集合場所）B10：00～ C40名 D５００円（材料
費含む）F伏見城研究会G611-0559

●11月19日(土)  伏見区京阪藤森駅

室町時代の一公家の目に映った伏見
都の生活習慣とはまったく異なった，室町時代の伏見の生活や
祭礼などのようすを聞いてみませんか？
A F京都聖母女学院短期大学 B13：30～15：20 C200名
D無料G643-6781

●11月26日(土) 伏見区京阪藤森駅

伏見の里の「天神さん」
―蔵光庵「天神」とその周辺―
むかし桃山の中腹に蔵光庵というお寺があり，室町時代の頃に天神さんが
祀られました。いまは御香宮境内に鎮座する桃山天満宮につながります。
A F京都聖母女学院短期大学B13：30～15：20C200名D無料G643-6781

C小4～6,中,総（小・高,中）,高,保E当日先着順

伏見連続講座

22（日）
左京区岡崎公園これまでも，そして，これからも

水道創設１００周年記念式典・イベント
第１部：マスコットキャラが登場する楽しい記念式典だよ！第２部：楽
しいファミリー向けステージイベントに「さかなクン」もやってくる！

A京都会館 C京都市内在住・在学・在勤の方／1800名 D無料E電話，FAX（抽選）。申込締切12/6（火）F
京都いつでもコールG661-3755H661-5855Jhttp://www.city.kyoto.lg.jp/suido/K詳細はHP

11月月
JanuaryJanuary

24（土）
中京区河原町御池 親子でつくる

生クリームデコレーションケーキ
クリスマスケーキのスポンジ生地を焼き上げ，
フレッシュなイチゴを飾りつけましょう！
Aラ・キャリエールクッキングスクール B10：00～12：30 C小※要
保同伴／親子42組K12/23（金・祝）京都製菓技術専門学校もあり

中京区四条千本 親子でつくる
ブッシュ・ド・ノエル・ブラン

ふわふわココア生地でロールケーキを作り，本格バニラ風味の
生クリームで仕上げ，可愛いオーナメントで飾りつけをします！
A京都製菓技術専門学校 B10：00～12：30，13：30～16：00 C小※要保同
伴／親子５４組K12/23（金・祝）ラ・キャリエール クッキングスクールもあり

D4500円。追加は子供１人につき500円 E電話（先着順）F
ラ・キャリエール クッキングスクールG241-0191

子どものいけばな教室 …L11月26日（土）

18（日）
左京区岡崎公園子どもたちには小さなプレゼントあり！

有馬龍子バレエ団「くるみ割り人形」全幕，「Cheminer」
親しみやすく楽しい「くるみ割り人形」と強烈
なパワーの「Cheminer」をお届けします。

A京都会館B15：00～18：00DS席6000円，
A席5000円，B席4000円（当日券各500円増）E電話，FAX（先
着順）F有馬龍子バレエ団G701-6026H712-8303

西京区大枝野外特別体験講座

「注
し め な わ

連縄飾り作り」
わらを使い，お正月の注連縄飾りを作ります。

A F（福）京都市社会福祉協議会 桂坂野鳥遊園 B10：00～12：00 C幼，小，保／
30名 D700円 E電話，FAX（先着順）。住所，氏名，学年（年齢），電話番号，参加人数
等を明記。申込締切12/11（日）G H332-4610,090-7884-2001（山下）

左京区北山駅食べるプロになろう
和で彩るクリスマス
和食の美学についての授業やクリスマス料理の調理実習，しつらえ，その料理を
囲んでの昼食会，大学生との交流などを通して，食べる楽しみを探求しよう。

A京都府立大学 B9：30～16：00 C小5・6，中，保／30名 D無料※保は
500円E往復はがき（抽選）。参加者氏名，学年，電話番号，同伴者人数を明
記※必ず宛名も。申込締切12/2（金）必着 F京都府立大学生命環境学部
食事学研究室（〒606-8522左京区下鴨半木町1-5）G703-5403

17（土） ■空也踊躍念仏 (六波羅蜜寺 )【13～31日】
南区西大路駅オリジナルロボットでゴールをねらえ！

京都こどもモノづくり事業
「 サッカーロボット製作・サッカー大会」
前後・左右に自由に動く有線式のロボットを製作（17日）。
完成後はサッカー大会（18日）での優勝を目指せ！

A洛陽工業高校「ものづくり工房」B製作：17日9：00～16：30,大会：18日
9：00～12：30 C小5～6,中,総（小・高）,総（中）／30名 D500円E電
話,FAX（抽選）。学校名，学年，氏名（参加者・保護者），住所，電話番号を明記。
申込期間11/28（月）～12/7（水）G691-3161H682-5668

11（日）
田んぼどろんこキッズ …L11月13日（日）

みのりのもりチャレンジ・キッズ …L11月19日（土）

いけばな未来プロジェクト

池坊いけばな体験教室
命をいける。命を生かす。
命あるもの,生きている
植物を相手にする心の文
化“華道”を体感してくだ
さい。

A池坊会館 B11/26,12/24,1/28,2/25,
3/24（各土）10：00～11：30 C小，中／30
名※保同伴可 D1000円 E電話，FAX,E-mail
（先着順）。申込締切：実施前日

いけばなの根源池坊展
旧七夕会池坊全国華道展
家元池坊専永，次期家元池坊由紀の作品をはじ
め，全国の池坊人約１６００作の作品を展示しま
す。今回の家元作品は，お子さんが大変興味を
ひかれる作品となっています。ぜひ，一緒にご
覧ください。

B京都高島屋７階グランドホール：１１/９（水）～
１４（月）１０：００～２０：００，池坊（烏丸六角）：１１/
１１（金）～１４（月）９：００～１７：００D９００円※
高以下無料

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）／仙田さくら子さん（立命館中学校1年）
／原有利奈さん（北野中学校１年）／松尾大那さん（音羽中学校1年）／宮本紬麦さん（上京中学校1年）

　古くから私たちの暮らしを彩ってきた華
道。烏丸六角の池坊会館で，毎月１回開催
される「いけばな未来プロジェクト 池坊い
けばな体験教室」を６名のジュニア京都観
光大使がレポートします。

旧七夕会親子招待券
高校生以下のお子様と親子でご来場
の場合，保護者2名まで無料でご入場
いただけます。
この記事を切り取ってお持ちください。

　池坊で教えられているスタイルの中で，最も現代
的な様式である「自由花」を体験しました。
　最初に花器を自分でつくります。プラスチックの
小さなボウルに，花を留める「オアシス」という給水
スポンジを入れ，小さな風呂敷で四隅を結んで仕上
げます。これなら，特別な器がなくてもいけばなを身
近に楽しむことができますね。
　今回使った花材は秋の花です。コスモス，花トウガ
ラシ，スプレーカーネー
ション，カスミ草，レザー
ファン，タマシダでし
た。本日の講師，池坊華
道会の堀江道佑さんが
コスモスを中心にした
お手本を見せてくださ
いました。気をつけるこ
とは，同じ種類の花は高
さを変えたり，奥行きを
つけたりして，いろいろ
な方向から見て立体的
な仕上がりにすること。
もちろん自分の感性に合わせて，他
の花を主役にしても良く，また，これ
で十分だと思えば，全ての花材を使
い切る必要はないそうです。
　大使たちは，花の1本1本を見つ
め，花の表情が生きるように試行錯
誤しながら，各自の個性があふれる
いけばなを完成させていました。

　会場の池坊会館の中には「いけばな資料館」，隣
には「六角堂（頂法寺）」があります。池坊中央研究
所の京極加代子さんの案内で探検しました。
　いけばな発祥の地とされる六角堂は，聖徳太子
が夢のお告げによって創建したと伝えられていま
す。この六角堂の北面に，太子が沐浴したという池
の跡があり，この池のほとりに僧侶の坊（住居）が
あったので「池坊」と呼ばれるようになったそうで
す。境内には，京都の中心を示すという伝説のある
「へそ石」もあります。どんな伝説なのか調べてみ
ましょう。
　そして，いけばなに
関する資料や花器な
どが展示されている
いけばな資料館。中
でも現存する最古の
「花伝書」は，全ての
秘伝がわかってしま
うことのないよう，肝心なことが書かれていなかっ
たり，師から口頭で教わったこととあわせて初めて
理解できるように書かれるなど，様々な工夫が凝ら
されているそうです。
　池坊は初めて歴史上の記録に登場してから
５５０年を迎え，来年の１１月にかけて全国で様々
な催しが開催されます。いけばなの世界を体験し
てみよう！

単に花を挿すのではない
奥深さを学びました。 自分だけの世界が

作れたよ！

池坊550年祭
いけばな未来プロジェクト

いけばな池 坊

5 5 0 年 祭

親子で検定にチャレンジ！
京都のまちでの体験を重ね，

知識を磨こう！

歴史都市・京都から学ぶ 
ジュニア日本文化検定

11月1日火～18日金
※自宅で受検していただけます！

～11月11日金

通信検定実施通信検定実施通信検定実施通信検定実施
基礎コース・発展コース

検定期間

申込期間

●問合せ先：京都市教育委員会生涯学習部
　　　　　　みやこ子ども土曜塾　☎251-0457

 ジュニア京都検定　　検索
　　　　　　　 申込方法等詳細はホームページで検索！

11月号 クイズ 応募方法
今回は「東映太秦映画村 ご招待券」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11月21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12・1月号にて発表。

申込方法

～土曜塾クイズ～
10月号の解答

②

一言解説

京都国文祭ＰＲ隊長・まゆまろの妹。
舞妓さんにあこがれていて，京都が
大好き♪ おもてなしのこころをい
つも忘れず，毎日を元気よく過ごし
ている女の子だよ。

キ
リ
ト
リ

土曜塾クイズ 51

■11月1日に護
ごおう

王神社で行われる「いのこ祭
さい

」。
餅を食べて健康を願う平安時代からの祭りです。その
お餅は「いのこ餅」と言われ、多

たさん

産で体の丈
じょうぶ

夫なある
動物の名前に由

ゆらい

来しています。さぁ、その動物とは？

ヒント：「ジュニア京都検定テキストブック」のP.135を見てみよう。

① イヌ

② ニワトリ

③ ウシ

④ イノシシ

3 （土） ■大根だき(三宝寺 )【4日も】
中京区間之町竹屋町子育てパワーアップ講座

「ベビーダンス」
赤ちゃんを抱っこしながら,心地よい音楽をバックに簡単なステップの有酸素運動でリフレッシュ。

A Fこどもみらい館（〒604-0883中京区間之町通竹屋町下ル楠町601-1）B10：30～11：30
Cまだ歩いていない乳児（首がしっかりすわっていること）と保※妊娠中の方は不可／25組D子ども
１人につき300円E往復はがき（抽選）。講座名，〒住所，氏名（保護者・子ども,ふりがな），子どもの生年
月日，電話・FAX番号を明記。応募は1家族につき1通。申込締切11/20（日）G254-5001

北区雲ヶ畑森の中を散歩しよう！
雲ヶ畑森の文化祭
林業を知ろう！ツアー
森の中を散歩しながら，森のお仕事，林業についてのお話を聞くツアーだよ！当日は薪炭料理もあるよ♪

A雲ヶ畑林業総合センター B9：30～16：00 C幼，小，中，高，保※小3以下は要保
同伴／３０名 D700円EE-mail（抽選）。住所，参加人数，参加者氏名・学年（保の場
合は保護者と明記）を明記。申込締切11/20（日）F雲ヶ畑森の文化祭実行委員会
G080-6323-3129Imoribun09@gmail.comK雨天時12/4（日）に順延

中京区烏丸六角親子で楽しもう！お雑煮とおせち料理作り
いきいき健康フェア
お雑煮と簡単なおせち料理を子どもたちで作ります。保護者にはおせち料理のについての講演もあります。

A関西電力はぴeライフスクエア京都 B10：00～13：15 C小3～6，保／親子２０
組 D無料EFAX（先着順）。氏名（保護者も），学年，住所，電話番号，ＦＡＸ番号を明記。
申込締切１1/１８（金）必着F京都府栄養士会G642-7568H642-7569

親子でパン教室!! …L11月19日（土）

12月月
DecemberDecember

4 （日）■しまい大国祭 (地主神社 )
左京区東大路丸太町年に一度の公式戦！

第12回五色百人一首 京都府大会
子どもたちが五色百人一首で競い合います。

A旧武徳殿 B11：00～17：00 C京都府内在住・在学の幼，小,
中／300名 D無料EE-mail，HP（先着順）。申込締切１１/１８（金）FTOSS
五色百人一首協会京都府支部G090-9712-3883 Iyuka3@first-
star2005.netJhttp://www.fi rst-star2005.net/gosyoku/top.html

●～11月27日(日)　全22回 京都市内

京都のまち歩きイベント
「まいまい京都2011秋」 
まいまいとは「うろうろする」という京ことば。京都の住民が
ガイドをする「まちの魅力」を再発見しませんか。

A京都市内 C小以上※小以下は保同伴／各回により異なるD小無料※但し，拝観料等必要な場合は要
実費。中以上は各回により異なるE電話，FAX，HP（先着順）F京都ユースホステル協会／宇多野ユー
スホステルG462-2312H020-4623-3417Jhttp://www.maimai-kyoto.jp/K詳細はHP

親子でパン教室!! …L11月19日（土）

みやこ・キッズ・ハーモニー公開練習 …L11月3日（木・祝）

こども将棋教室 …L11月6日（日）

京都府農林水産フェスティバル2011 …L11月26日（土）

よさこい広場「寄っちょれ」 …L2頁

昔ながらの納豆をつくってみよう …L2頁

■F（財）池坊華道会■G231-4922
■H255-3568■Itouroku@ikenobo.jp

池坊いけばな体験

中京区西大路御池駅目で見る数学の魅力にせまる!
寺子屋スロー数学「数学の不思議」
知ればナルホドと納得できるテーマをいくつか選んでみました。

A西京高校附属中学校 B14：00～16：00 C小5以上と保／20組（40名）D無料 EFAX（先着順）。
学校名,学年,参加者名,〒住所,電話番号を明記F寺子屋スロー数学G201-6542H343-3988

上京区北野天満宮学問の神様にお参りして漢字も学ぼう
体験型漢字講座

「京都漢字探検隊㉘神様とつながる漢字」
北野天満宮で漢字と神とのつながりを学びます。

A北野天満宮 B10：00～12：00（一般の部〈中以上〉），13：30～15：00（親子の部）C
各回60名程度 D1000円（正式参拝初穂料込）E電話,FAX,E-mail（先着順）。参加の
部,氏名，学校名・学年,連絡先（電話・FAX番号，Ｅ-mail）を連絡F立命館大学白川静記念東
洋文字文化研究所G813-8110H813-8167Itoyomoji@st.ritsumei.ac.jp

南区上鳥羽口親子で作ればハートフルなクリスマス！
JAFデー「キャンドル＆ミニリース作り体験」

粘土感覚で作るミニキャンドル，パスタで作るミニクリスマスリース。

AFＪＡＦ京都支部（〒601-8134南区上鳥羽大溝5）B10：00～
11：30,13：00～14：30 C各25名 D親子ペア2300円（JAF会員
1800円）Eはがき。住所,氏名,電話番号,参加人数,希望時間,JAF会
員は会員番号を明記。申込締切12/1（木）必着G682-6000

8 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 9    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


