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茶道資料館  上京区堀川寺之内
■B9：30～16：30■■G431-6474■K月曜休館。12/5（月）
～1/6（金）休館（1/9は開館）

新春展「新春の取り合わせ」
1月7日(土)～3月20日(火・祝) 
新春の訪れを寿ぐ茶道具の取り合わせ展です。
D小以下無料，中・高300円,大400円,一般500円

第70回ミニ企画展示 ミュージアム・この1てん 紙芝居
1月11日(水) ～ 25日(水)
今でも子ども達が楽しく鑑賞する紙芝居。昔は戦争の宣
伝にも利用されていました。戦争中に作られた紙芝居か
ら，戦争と平和を考えてみよう！

博物館 さがの人形の家  右京区嵯峨鳥居本
■B9：30～17：00■D小200円,中・高500円,大以上800円■G
882-1421■K火曜休館。12/12（月）～2/29（水）休館

天神人形と日本の古人形
併設展　がんばれ東北の人形たち展
～12月11日(日)  
100体以上の白天神，黒天神，赤天神の人形と江戸時代
からの日本の古人形を展示します。

ミュージアム
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肥後松井家の名品　武家と茶
～12月4日(日) 
熊本細川家の家老をつとめた松井家に代々伝わってきた名
品を千家や茶の湯との関わりを中心に展示します。
D小以下無料，中・高300円,大600円,一般1000円

京都絞り工芸館  中京区二条城前駅
■B9：00～17：00■D入館料500円■G221-4252■K12/26（月）～1/4（水）休館

京都市美術館  左京区岡崎公園
■B9：00～17：00※入館16：30まで■D小・中3００円，高以上5００円。ただ
し市内に在住または通学の高以下は無料■G771-4107■K月曜休館（祝
日は開館）。12/28（水）～1/2（月・祝）休館。ただし1/9（月・祝）は開館。

京都市美術館コレクション展 
第１期 京都にさぐる 美術の「こころ」
～1月15日(日)
京都市美術館の所蔵作品を通じて，京都に集った人々の
「こころ」や作品に反映する文化の「こころ」を探る！

第43回日展京都展
12月10日(土)～1月13日(金)
全国から選ばれた作品と京都・滋賀の地元作家の作品合
計約６００点を展示します。
D中以下無料，高・大6００円，大人1000円※京都府下，滋賀
県下に在住又は通学の高は無料。

第２期 模様をめぐって
1月27日(金)～3月25日(日)
所蔵作品を通じて，工芸の「模様」の魅力を探る！

京都伝統産業  左京区岡崎公園
ふれあい館ギャラリー
■B9：00～17：00■D無料■G762-2670■K12/29（木）～1/3（火）休館

京都国立博物館  東山区七条駅
■B9：30～18：00。金曜日20：00まで※入館各日閉館30分前まで■D小・
中400円（団体200円），高・大800円（団体500円），一般1200円（団体
900円）※障がい者の方と介護者（1名）は無料，障がい者手帳を提示。※
団体は20名以上■G525-2473■K月曜休館（祝日の場合翌日）

特別展覧会「中国近代絵画と日本」
1月7日(土)～2月26日(日)

中国近現代に活躍した呉昌碩，斉白石らの作品を，
当館の須磨コレクションを中心に紹介します。

京都市歴史資料館  上京区寺町丸太町
■B9：00～17：00■D無料■G241-4312■K月曜・祝日休
館。12/28（水）～1/4（水）休館

特別展「賀茂季鷹の文学」
～1月11日(水)
江戸時代中期から後期にかけての代表的な歌人であり
国学者の賀茂季鷹（かものすえたか）収集による文学関
係資料を展示します。

テーマ展「町式目」
1月14日(土)～4月25日(水)
町式目とは，安土桃山時代から江戸時代にかけてみられ
る町内の規約のことです。京都の各町に残る町式目に焦
点をあてて，特質をみていきます。

樂美術館  上京区油小路中立売
■B10:00～16：30※入館16：00まで■G414-0304
■K月曜休館（祝日は開館）。12/24（土）～1/6（金）休館

京の粋　樂家初春のよそおい
1月7日(土)～3月4日(日)
樂家の歴代の中から新春から立春・節分に掛けての華やい
だ粋な作風を展観します。
D中以下無料，高300円，大600円，一般800円

秋期特別展　樂と永樂そして仁清
京の陶家　「侘と雅」の系譜
～12月23日(金・祝)
樂家歴代,保全以降の永樂家歴代の代表作とともに,京焼の
原点,野々村仁清の代表的な作品を展観します。
D中以下無料，高300円，大800円，一般900円

立命館大学国際平和ミュージアム  北区平野
■B9：30～16：30※入館16:00まで■D小200円，中・高300円，大以上400
円■G465-8151■K月曜休館（祝日は開館）。12/27（火）～1/5（木）休館

秋季特別展　プリーモ・レーヴィ
ーアウシュヴィッツを考えぬいた作家ー
～12月17日(土) 

日本初☆プリーモ・レーヴィの展覧会です！レーヴィはアウシュヴィッツを
奇跡的に生きのびたイタリアの作家で，多くの人に影響を与えています。

京都府立堂本印象美術館  北区立命館大学前
■B9：30～17：00※入館16：30まで■D小・中200円，高・大
400円，一般500円，※65才以上（要証明）・障害者手帳保有
者及び介護者1名は無料■G463-0007■K月曜休館（祝日の
場合翌日）。12/28（水）～1/4（水）休館

 マルチアーティスト・堂本印象
―日本画・洋画・工芸・建築・デザイン
～12月11日(日)
絵画のほかにも，陶芸，染織，美術館の建築までデザインし
た堂本印象の様々な作品を見てみよう。

 印象のまなざし-都市と自然　
ミニ企画展：印象の神仏画
12月16日(金)～3月11日(日)
山や川，渓谷や森など日本の自然風景とヨーロッパの街並
みをくらべてみよう。

中信美術館  上京区下立売油小路
■B10：00～17：00※入場16:45まで■D無料■F公益財団法人中信美術奨励
基金■G417-2323■K月曜休館。12/12（月）～1/31（火）休館

「石本 正 －京への想い－」
～12月11日(日) 
日本画家・石本正の京都への想いが
込められた，風景・鳥・花などの新作展です。

元離宮二条城 築城400年記念  中京区二条城前駅
展示・収蔵館
■B9：00～16：45※入館16：30まで。二条城の開城時間
８：４５～１７：00（受付終了１６：00）■D入館料１００円，別途入城料が
必要■G841-0096■K12/26（月）～1/4（水）休館

新門辰五郎遺品特別公開
～辰五郎と京都～
～12月5日(月) 
徳川慶喜を陰で支えた江戸町火消し新門辰五郎の遺品と
ともに，辰五郎ゆかりの場所を紹介し，京都での辰五郎の足
跡をたどります。

将軍の居室・白書院　
～くつろぎの空間を飾る水墨画～ 
～1月15日(日) 
二の丸御殿の最奥にある「白書院」。ここを飾る水墨山水画
を展示し，静かで趣に満ちた空間を再現します。

第69回ミニ企画展示　
第5回立命館附属校-平和教育実践展示-
①～12月9日（金），
②12月11日（日）～23日(金・祝） 
立命館学園の附属校による への取り組みを紹介しま
す。平和をテーマにしたポスター等を展示予定。
①立命館守山中学校・高等学校②立命館慶祥中学校・高等学校。

京菓子資料館  上京区烏丸上立売
■B10：00～17：00■D無料■E10名以上は要予約
■G432-3101■K水曜および12/26（月）～1/3（火）休館

龍年の京菓子
―平成二十四年　龍年によせて―
～3月20日(火・祝)

「龍年」を迎えるにあたり，龍をモチーフに創作した上生
菓子や絵画・茶道具などの所蔵品を公開します。

京都市学校歴史博物館  下京区御幸町仏光寺
■B9：00～17：00※入館16：30まで■D小～高100円，大人200円。京
都市内の小・中は土・日無料，障害者手帳保有者及び介助者は無料■G344-
1305■K水曜（休日の場合翌平日）,年末年始（12/28～1/4）休館

「学校　日々あれこれ
閉校した学校の資料が語る
まなびや・学校生活 ～中京区編～」
～2月13日(月)

統合によって閉校した中京区内の学校に遺された資料を展示します。

服部喜三「無心の子供」
元 本能小学校蔵

現代に生きる金属工芸美展
～12月18日(日) 
金属工芸品を約35点展示します。

神祇装束調度工芸品展
1月4日(水)～2月5日(日)
神祇工芸品・神祇調度装束品を約35点展示します。

紅梅に雀図　斉白石筆
京都国立博物館蔵

～1月18日（水）
KBSカルチャー 第22回ちびっ子イングリッシュコンテスト
3月20日(火・祝)に幼児から小学校6年生までの英語スピーチコ
ンテストを開催。個人，団体による発表を公開審査で行います。
AKBS京都放送会館 C幼,小 D応募費用2000円 EHP，郵送，窓口（審査）FKBSカル
チャー（〒602-8588上京区烏丸上長者町）G441-4161Jhttp://www.kbs-c.co.jp/

～1月31日(火) 
写真（フォト）」募集

「人を思いやる心の大切さ」などが伝わってくる
心が温かくなる写真を送って下さい。

D無料EE-mail，郵送，持参。写真データを書き込んだＣＤ-R可（作品タイトル，作品にこめるメッ
セージ，住所，氏名，年齢，電話番号，本事業を何で知ったかを明記※電子データでの提出に限る）
F京都市人権文化推進課（〒604-8571住所不要）G366-0322I jinken@city.kyoto.jp

募集募集

第23回　京都絞りフェア2011
～12月25日(日)
江戸の文化である浮世絵や，東北４大祭りを京都
の絞り染めの技術で表現します。

●1月14日（土），2月11日（土・祝），3月3日（土）
23年度　
一本の木から学ぶ活動「私の好きな木」
【連続講座・全7回】途中参加可
植物園で「私の好きな木」を探して，その木と1年間おつきあいをし
てみませんか。 1月：冬の木の観察・サイエンスアプローチ　2月：四
季の観察のまとめ・作品と発表の準備　3月：発表会
AF京都府立植物園 B9：30～12：40 C小,中,高,保※小は保同伴 D案内
郵送希望者は通信費500円※別途入園料要 EHP（先着順）。申込締切：各実
施前日。当日参加申込みも可 G701-0141 Jhttp://www5f.biglobe.
ne.jp/̃sukinaki/index.htmK持物：筆記用具，ビニールシート，雨具等

ポインセチア約100品種,1000鉢を展示。
A 植物園観覧温室など D 要温室観覧料 E 当日会場

■第20回ポインセチア展12/24
(土)

12/2
( 金 )

～

松谷名誉園長がとっておきの園内の植物の見所をご案内します。
A 受付：植物園会館前 B 受付13：00～C 30名E 当日先着順

■名誉園長さんときまぐれ散歩12/18
( 日 )

府立植物園

A 受付：植物園会館前 B 受付13：00～ C 約30名 D 入
園料(温室をガイドする日は温室観覧料要) E 当日先着順

■土曜ミニミニガイド

B 9：00～17：00（入園16：00まで）A 左京区下鴨半木町D 入園料，
温室観覧料ともに各小・中80円，高150円，大人200円G 701-0141
J http://www.pref.kyoto.jp/plant/K 12/28（水）～1/4（水）休園

毎週土曜日  

A中京区丸太町通七本松西入F事業係（☎812-7222）

12月17日(土)

ハープ・フルート・ファゴット・ソプラノによる
クリスマスコンサート  

ここ数年,満員御礼の人気のクリスマスコンサート。お友
達とお誘い合わせのうえお越しください。

1月21日(土)

京都市交響楽団メンバーによる   
アンサンブル 京都しんふぉにえった
～アンコールセレクション～

一年の始まりはアスニーコンサートから！ぜひお越しください。

B14：00～（開場13:30～）C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京都アスニーでチケット販売（先着順）

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）
／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）／原有利奈さん（北野中学校１年）

海外からのお客様も多く，さまざまな文化
が出会うインターナショナルな雰囲気が
楽しめる宇多野ユースホステルを６名の
ジュニア京都観光大使が訪問しました。

京都市北西部の豊かな緑の中に位置する宇多野
ユースホステル。周辺には竜安寺や金閣寺，映画村
や嵐山といった見所もあり,国内外より多くの旅行
者が宿泊します。夜にはほとんど毎日，「エブリデイワ
ン」というイベントを開催。お菓子や料理づくり，コン
サート，パーティーなどで日本や世界各国の文化に
親しめます。
　この日のイベントは「生
八つ橋づくり体験」。今回
の参加者は，ドイツからイ
ンターンで来日されている
１９歳のフロリアンさん，日本で英会話教室を開いて
いる上田さん夫妻，国内外からの宿泊者の皆さんな
ど，約４０名での参加となりました。スタッフの方にレ
シピを教わり，大変にぎやかな雰囲気の中で，皆でワイ
ワイと会話を楽しみながら作ることができました。
　出来上がったら，お待ちかねの試食です♪フロリ
アンさんと日本とドイツのお菓子や文化の違いなど
について，楽しくお話ししながらいただきました。最
後に，ユースホステル協会事業部長の佐藤隆芳さん
から一言。「これからみなさんも海外へ行く機会が
あるかもしれません。いろいろな発見や体験をして，
日本の文化を海外にどんどん伝えていってください

ね」。大使た
ちも気持ち
を新たにし
ていました。

京都市宇多野ユースホステルで生八つ橋づくり体験
（協力：一般財団法人京都ユースホステル協会）

友だち同士で1泊2日のプチ冒険

♪フレンド・ステイ♪
世界からの旅行者とも交流します。
仲間との「絆」を高めよう！
宇多野ユースホステルでは，冬休みに
子どもたちだけのグループで宿泊する
「フレンド・ステイ」を開催！世界からの旅行者と一緒に生八つ橋
づくりを体験したり，翌日のお昼は自分たちで料理をしたりしま
す。平成２０年に北山杉を豊富に使って全面改築され「世界で
一番居心地のいいユースホステル２００９」に選ばれた実績もあ
る快適な施設で，なかよしグループのプチ冒険旅行を楽しもう！

B12月25日（日）～12月29日（木） 17時00分～翌14時00分※お
好きな1泊2日を選んでもらえます。A宇多野ユースホステル C小３～
６年の３人以上のグループD8,000円(1泊2日、3食付き）／一日５グ
ループまたは20名 E電話 ，E-mail（先着順） F（一財）ポジティブアー
スネイチャーズスクール G075-354-6388I info@pens-p.com

なめらかになるまで
よ～く混ぜよう！

ホワイトクリスマス☆ 岐阜県

スキースクール
12月23日(金・祝)～25日(日)
クリスマスにゲレンデでスキーをしよ
う！夜はクリスマスパーティーで盛り上
がろう！楽しいゲーム大会もあるよ！
［2泊3日］
B8：00～18：00（京都駅八条口集
合解散）D３４６0０円※別途レンタ
ル代・リフト代・PENS会員以外は要
入会金・登録料

１月スキースクールin乗鞍
1月7日(土)～9日(月・祝)
スキー教室で楽しい思い出を作ろう！［2泊3日］
B 8：0 0 ～ 1 9：0 0（ 京都駅八条口集合解散）D

３３６0０円※別途レンタル代・リフト代・PENS会員
以外は要入会金・登録料

A飛騨高山スキー場 C小，中／40名 E電話（先着順）F
（一財）ポジティブアースネイチャーズスクール G354-
6388

京都・旅しよう!! 右京区

百人一首巡り編
12月18日,1月22日(各日)
かるたで有名な「百人一首」に関
する本格レクチャーとそのゆかりの
地を散策するスタディツアーです。
A宇多野ユースホステルおよび北嵯峨・嵐山周辺 B9：00
～12：30頃 C小以上／20名 D1500円 E電話，FAX，
E-mail（先着順）F（一財）京都ユースホステル協会,宇多野
ユースホステル G462-2288 H462-2289 Iedu@
yh-kyoto.or.jpK小以下は保同伴

京都
ユースホステル

協会

京都
ユースホステル

協会
たのしい♪たのしい♪

会会
♪♪講座講座講座

またお家でも
作りたいです！

⑥好きな形に
　カットして，
　お好みで
　あんこを
　はさんで
　出来上がり♪

④②を取り出し，生地の
　上にもパウダーを
　ふりかけてラップを重ねる。
　（とても熱いのでやけどに注意！）

⑤めん棒を使ってラップの上から
　２ｍｍほどの薄さになるまで伸ばす。

②机の上にラップを敷き,その上に①の
　中身を取り出し，ラップで包んで，
　電子レンジで１分４０秒加熱。

③新しく机の上にラップを敷いた上に，
　きなこやシナモン，抹茶など
　お好みのパウダーを広げておく

①もち粉大さじ１，上新粉大さじ３，
　砂糖大さじ１／２，水大さじ3を
　カップに入れ，スプーンで混ぜる。

初めて
作りました♪

つくってみよう！★生八つ橋★
（生地の材料は八つ橋大1つ分です）

アースサイエンス教室 中京区西ノ京
「理科実験を通じて感性
を磨き、自ら考え・行動
できる人を育成したい」
そんな願いを込めた理科
実験教室です。

●幼（年長）～小1
「ぴったり7mにちょうせん！」　12月3日(土),14日（水）
「ぼくのゆび」　1月7日(土),18日（水）

●小2～3
「化石のレプリカをつくろう」　12月11日(日),17日（土）,21日（水）
「静電気であそぼう」　1月15日(日),21日（土）,25日（水）

●小4
「飛行船をつくろう」　12月10日(土),18日（日）
「浮くか沈むか」　1月14日(土),22日（日）,2月1日（水）

●小5
「光ファイバーでクリスマス」　12月7日(水),10日（土）,18日（日）
「地球形成の謎にせまる」　1月11日(水),14日（土）,22日（日）

●小6～中1
「放射線を見よう」　12月11日(日)
「DNAを取り出そう」　1月15日(日)

A二条理科実験教室 D4200円～（内容により異なる。別途
要入会金・登録料）E電話（先着順）F（一財）ポジティブアー
スネイチャーズスクール G354-6388 Jhttp://www.
pens-p.com/K詳細はHP

完成できて
うれしかった
です

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 11    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


