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。

参加大使
荒堀功三さん
（御所南小学校６年）
／塚崎梓さん
（九条中学校１年）／
三上春菜さん
（桃山南小学校６年）
／森根菜絵さん
（陵ケ岡小学校６年）

わかさスタジアム
京都での
かわばた ゆ き

皆さんは，
今年の夏に開催された女子野球ワールド
カップで日本代表チームが見事に優勝し，
大会史上初

方々の支えがあることを大使たちは改めて感じることが

川端友紀選手へのインタビュー

できました。大使たちも，
グッズやお弁当の販売のお手

の3連覇を達成したことを知っていますか？私たちの

伝いをさせていただき，
入場ゲートで会場に来られたお

まち京都の女子プロ野球チーム「京都アストドリーム

客様を心を込めてお迎えしました。

ました。

いよいよ試合が始まります。試合前に行われた応援

ス」の選手も大活躍でした。

Ｑ.野球を始めたきっかけは何ですか？
Ａ.父と兄も野球をしていたので自分も興味を持ち

Ｑ.試合前に気をつけていることはありますか？

今熱くて元気な女子プロ野球！１０月１４日に，
わか

練習のイベントに大使も参加しました。選手やDJの方

さスタジアム京都で行われた京都アストドリームス対

と一緒にグランドに立ち，
音楽に合わせてステップを踏

のは避ける・早く寝るなどの基本的なことです。

兵庫スイングスマイリーズの試合に４名のジュニア

み，
会場を盛り上げました。大使は「緊張したけど楽し

そして，
グランドの状況や天気でも試合の条件は

京都観光大使が訪れました。

かった 」と話し，

変わるので気をつけています。

Ａ.まずは食事は消化にいいものを食べ，
脂っこいも

観客の方と心を

Ｑ.楽しいこと，
大変なことは何ですか？

この日試合が行われたのは西京極総合運動公園にあ

一つにして応援

Ａ.試合に勝った時はうれしいです。今期は残念な

る「わかさスタジアム京都」。阪神タイガース対オリック

する楽しさを感

ス・バファローズのファーム戦も行われた大きな球場で

じたようでした。

がら総合優勝を逃しましたが，
来期は頑張りま
す。練習はしんどいときもありますが，
自分が成
長するために，
つらいけど楽しんでいます。

兵庫スイングスマイリーズの先攻でプレイボール。大

す。日本女子プロ野球機構の市村友希さんの案内で，
普
段は入ることのできないスタジアム内部を見学させて

使たちは場内アナウンスも体験しました。
「２回裏

京

いただきました。全身が映る鏡のある素振り練習場，
マ

都アストドリームスの攻撃は ５番 レフト

大

ウンドやピッチャーがよく見えるカメラマン室の他，
審判

倉

三佳

背番号１０」と大使の声が球場内に響きます。緊張

室，
記録室，
放送室などを見学しました。それぞれの部屋

した様子でしたが，
ゆっくりと大きな声でアナウンスする

では，
多くのスタッフの方々がてきぱきと準備をされて

ことができました。この日の試合は両チームとも全力で

いました。

戦い，
１対１の引き分けで終了しました。

Ｑ.好きな京都の観光地はどこですか？
Ａ.たくさんありますが，
一番は清水寺です。
Ｑ.京都の子どもたちにメッセージをお願いします。
Ａ.大好きな京都で大好きな野球をさせてもらって
います。みんなも一緒に頑張っていきましょう！
一つ一つの質問に，
笑顔で丁寧に答えてください
ました。今後のご活躍を期待しています。

今期の女子プロ野球は，
「京都アストドリームス」
「大

会場の入口でも，
公式グッズやお弁当の販売，
入場ゲー
トのセッティング

阪ブレイビーハニーズ」
「兵庫スイングスマイリーズ」の

川端友紀 選手

など，
お客様をお

３チームにより熱戦が繰り広げられました。京都アストド

も 出 場した 京 都 ア

迎えする準備が

リームスは総合優勝を賭けた決定戦に挑みましたが，
残

ストドリームスの中

進んでいました。

念ながら惜敗し，
大阪ブレイビーハニーズの総合優勝で

内野手。背番号23。

一つの試合が

幕を閉じました。次のシーズンは４月から始まる予定で

行われるには多

す。皆さんもぜひ球場に足を運んで，
京都アストドリーム

くの スタッフ の

スを応援してください！

ワールドカップに

心選手。右投左打の
兄はプロ野球 東 京
ヤクルトスワローズ
の川端慎吾内野手。

プラネタリウム

青少年科学
センター

親子実験教室

★〜12月25日(火)

わくわく科学体験がいっぱい！

A〒6 1 2 - 0 0 3 1 伏 見 区 深 草 池ノ内 町 1 3 B 9：0 0 〜
17：00（入館は16：30まで）
【 休館日】木曜日,12/28
（金）〜1/3（木）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 G 642-1601 H 642-1605 J http://
www.edu.city.kyoto.jp/science/ K 詳細はHP

祝日イベント

★1月27日(日)

■クリスマス・クリスマス

■じしゃくのふしぎ ちびっこver.

プラネタリウムの星空の下で,この時期に見られる星や
星座，
クリスマスの話を紹介し，
ロマンティックなクリス
マスの雰囲気を演出します。

磁石を使った楽しい実験をして，
簡単なおもちゃを作ります。
B10：00〜11：10，
13：00〜14：10，
15：00〜16：10（受付各30分前）
C幼（年中・年長），
小1〜3，
総（小・低）※要保同伴E申込締切12/27（木）

K 12/23（日・祝）11：00〜11：45は字幕付プラネタリウム

★2月17日(日)

■プラスチックの科学

★12月26日(水)，
27日(木)

■年末スペシャル
題名のないプラネタリウム

★12月23日(日・祝)

当館の解説者が45分間個性を生かしたスペシャル星
空解説！

■オドロキ！モモノキ！さんげんしょく！

★1月4日(金)〜3月6日(水)

「光の三原色」
と
「色の三原色」の不思議で面白い関係
を，
実験しながら体験します。

■大爆発！巨星ベテルギウス

私たちの身の回りにたくさん存在しているプラスチッ
クについて,実験を通してその様々な性質に迫ります。
B 10：00〜12：00，
14：00〜16：00（受付各30分
前）C 小以上※要保同伴 E 申込締切1/18(金)
C各40名 E往復はがき（抽選）。イベント名，
テーマ，
希望時間，
参加者全
員（5名まで）の氏名（ふりがな）学年，
代表者の〒住所・電話番号を明記

市民天体観望会

★12月24日
（月・休）

赤く巨大な星と知られるオリオン座の1等星ベテルギ
ウスにスポットを当てて紹介します。

★2月15日(金)

■冬の生きものを観察しよう

C 各200名 E 当日先着順

木星や冬の星雲・星団などを大型望遠鏡などで観察します。
B19：00〜21：00（受付18：30〜）C小以上※小，中は要保同伴／
FAX，
HP（先着順）。開催日，
テーマ，
参加者全員の氏名（ふ
150名 E電話，
りがな），
学年，
代表者の電話番号を連絡。申込開始1/15（火）F京都いつ
でもコール G661-3755 H661-5855 Jhttp://www.city.kyoto.
lg.jp/sogo/page/0000012821.htmlK悪天候時は別プログラム

科学センターにある屋外園の生きものを観察しよう！

ちびっこプラネタリウム

★1月14日
（月・祝）

■PSプラスチック
身のまわりに使われているプラスチック（ポリスチレ
ン）
を使って実験してみよう！
B 10:30〜，
12:20〜，
15:40〜 C 幼は要保同伴／各
30名※12/23のみ各15名または各15組 E 当日先着順

12 凡例一覧…

開催する場所［当日連絡先］

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。
☆ 12/1( 土 ) 〜 25( 火 )：
「クリスマスのはじまり」
☆ 12/26( 水 )，
27( 木 ),1 月：
「かみさまがばけたうし（おうし座）」
B 土 日 祝 14：20 〜（ 投 映 時 間 約 40 分 ）C 幼 〜
小低学年向き／各 200 名 E 当日先着順

開催する日時

対象となる人／定員

参加費用

申込方法

■木星と冬の星雲・星団

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。
申込・問合せ先

電話

FAX

E-mail

ホームページ

