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。

１０/１
９「二条城お城まつり」
オープニングイベント

参加大使：奥山祐さん
（向島東中学校1年）,佐藤彬子さん
（西京高等学校附属中学校1年）
，
福岡はるさん
（桂小学校5年）

界文化遺産に登録されている二条城は，
国宝

世

（二の丸御殿）や重要文化財（唐門，
障壁画

御殿の「台所」
と呼ばれる場所で行われました。門川

験ができてよかった」など，

大作京都市長の挨拶に続き，
来城者に向けて，

充実感に満ちた顔で話して

など）が存在し，
大政奉還が発表された場所として,

「唐門はとても美しく迫力があり，
大輪の菊のよう

全国的にもとても有名な観光地です。
「二条城お城

に鮮やかなのでぜひ見てください！
（福岡さん）
」

まつり」は，
より多くの観光客や市民に二条城の魅力

「二の丸庭園は趣があり眺めていて心が落ち着く

を知ってもらうために行われていて，
第８回目となる今
年は「華やぎと雅

秋の二条城」をテーマに，
１０月

１９日から１１月２４日まで開催されました。

庭で，
歴史の重みが感じられます！
（奥山さん）
」

くれました。

大 使 の ち ょ っ と 裏 話

「展示・収蔵館で障壁画に囲まれていると，
昔の人

イベント開始直前に，

の思いや気持ちが感じられました！
（佐藤さん）
」
と，

使たちは，
初日に

「上七 軒 歌 舞 会」の

二条城のおすすめポイントを紹介しました。発表後に

舞妓のさと華さんと梅

行われたオープ

は，
大使たちにあたたかな拍手が送られていました。

ちえさんにお会いしま

ニングイベントに出席し

役を終えた大使たちは，
人力車に乗って城内

した。それまで緊張し

大

ました。当日はあいにく

大

を回遊しました。緊張感から解放されて，
いつ

た顔だったのが，瞬時に笑顔に！「とてもきれい！」

朝から雨が降っていた

もの笑顔に戻った大使たちに話を聞くと，
「みんな笑

と興奮気味だった大使たちは，舞妓さんの魅力に

ため，
イベントは二の丸

顔で
（発表を）聞いてくれて嬉しかった」
「貴重な体

青少年科学
センター

●毎週火・土曜日

親子実験教室

■今出川・伏見サッカー
サッカーの技術,フェアプレーのこころを身につけよう！
A 鴨川出雲路橋西詰グランド,三栖公園フットサル場 B 要問
合せ C 幼，
小（伏見は小のみ）／定員はクラスにより異なる

★①1月19日(日)

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※12/26（木）は開館,12/28（土）〜1/3（金）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 G6421601H642-1605Jhttp://www.edu.city.kyoto.jp/science/K詳細はHP

プラネタリウム

■心太をつくろう

●毎週火・木・土曜日

天草を使ってところてんをつくろう！

■キッズ・ジュニア体操クラス

★②1月26日(日)

鉄棒・とび箱・マット運動を楽しく挑戦！
A 京都YMCA地階ホール C 幼，
小／各15名

■飛行のひみつ
飛行機が飛ぶひみつを実験でたしかめよう！

■期待の大彗星？！アイソン彗星がやってきた

■界面活性剤の科学

アイソン彗星の見え方と観察の方法をわかりやすく紹介します。

石けんや洗剤の中にある界面活性剤のしくみやはたら
きを実験を通して調べよう！

■クリスマス番組
聖夜のスターライト
満天の星とすてきな音楽でクリスマスの雰囲気を演出します。

宇宙飛行士にならなくても宇宙に行ける方法を紹介します。
K 1/26
（日）
11：00〜字幕付き投映

■プラネタリウム駅伝〜春夏秋冬・星空翔る
プラネタリウムで4人の解説者がそれぞれ春夏秋冬，
季節の星座解説をします。

冬の大自然の中で,スキーに挑戦！初めてのスキー体験から,もっ
ときれいに滑りたい上級者まで様々なコースの設定があります。
12月24日(火)〜30日(月)

◎中高生スキー冬
A 志賀高原高天ヶ原スキー場 C 中，
高
12月24日(火)〜30日(月)

他にもいろいろ楽しもう！※詳細は問合せ

◎リトルキッズスキー冬

◎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。

■光る！星座カードをつくろう

各クラスにて体験も行っています。YMCAの楽しいプログラムや雰囲気を感じてください。

■冬休みプログラム

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。

A 志賀高原高天ヶ原スキー場 C 小1・2
12月26日(木)〜30日(月)

◎小学生スキー冬
A 志賀高原高天ヶ原スキー場 C 小3〜6
1月10日(金)〜13日(月・祝)
A 北志賀高原よませ温泉スキー場 C 幼，
小，
中，
高，
保
1月11日(土)〜13日(月・祝)

E 電話（先着順）G 255-4709
Jhttp://kyotoymca.or.jp/wellness/K詳細は要問合せ

市民天体観望会

A 志賀高原高天ヶ原スキー場 Cパラレルターンが出来る小4〜6，
中，
高
12月26日(木)〜30日(月)

◎ファミリースキー冬

スイミング・スポーツ活動

◎パワフルスキー
A 飛騨高山スキー場 C 小
2月7日(金)〜9日(日)

◎スキーだいSuki
A 今庄365スキー場 C 小
A：2月1日(土)〜2日(日)，
B：2月15日(土）〜16日(日)，
C：2月22日(土）〜23日(日)

◎雪ん子スキー
A 箱館山スキー場 C 幼，
小
A：2月1日，
B：2月15日(各土)

12月25日
（水）
〜29日
（日）

◎鉄棒・とび箱が好きになる教室

◎スノーキッズ

「楽しいな」
って感じたからがんばったよ♪

■月の山脈と木星

バスケットボールクラス

◎チャレンジスキー冬

※費用・詳細に関しては別途お問合せください

★①1月10日(金)

■上桂・醍醐

B14：25〜16：25 C小以上※小・中は要保同伴／180名 D入場料及びプラ
ネタリウム観覧料E先着順F京都いつでもコール※申込・問合せはP9参照

京都 YMCA

蓄光ペンを使って，
星座カード作りを行います。
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

●毎週月・木曜日

■スキーキャンプ

特別イベント
★1月13日
（月・祝）

競技的なドッジボール。全国大会を目指して練習中です。
A右京地域体育館,こども体育館などB9：00〜12：00C小／40名

グローバルアウトドアクラブ

★2月9日(日)

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
（日）
〜25
（水）
「クリスマスのはじまり」
☆12/26（木），
27（金），
1/4（土）〜31（金）
「ほしになったオリオン」
B 土 日 祝 14：25 〜（ 投 映 時 間 約 40 分 ）C 幼 〜
小低学年向き／各 200 名 E 当日先着順

■小学生ドッジボールクラブ

E電話（先着順）G231-4388Jhttp://www.ycamp-kyoto.jp/index.htmlK詳細は要問合せ

その他

■宇宙への行き方
〜わくわく宇宙エレベーター〜

ちびっこプラネタリウム

■スイミングスクール・水球クラブ
●毎週土曜日/月2回程度日曜の練習あり

B10：00〜12：00，
14：00〜16：00（受付各30分前）C小，
中，
総（小，
中），
保※小は要保同伴／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）
・学年，
代表者の〒住所・
電話番号を明記。申込締切①12/19(木)②12/26(木)③1/16(木)

★1月4日
（土）
〜3月5日
（水）

C 各200名 E 当日先着順

●毎週月〜土曜日
体験実施中♪楽しく練習して泳げるようになろう！
A京都YMCA室内温水プールC幼，
小，
中／定員はクラスにより異なる

★〜12月18日(水),26日(木),27日(金)

★③2月15日(土)

★12月20日
（金）
〜25日
（水）

すっかり引き込まれていました。

A 箱館山スキー場 C 幼，
小1〜4
2月11日(火・祝)

★②2月28日(金)

A 京都YMCA地階ホール B 9：00〜，
10：30〜，
13：00〜，
14：30〜 C 幼,小／各15名
12月25日
（水）
〜29日
（日）
※27日
（金）
は休み

A マキノ高原スキー場 C 幼，
小1〜4

■木星とオリオン大星雲

◎キッズダンス

B 19：00〜21：00（受付18：30〜）C 小以上※小・中は要保
同伴／各150名 D 無料 E 先着順。申込開始①12/10(火)②
1/28(火) F 京都いつでもコール※申込・問合せはP9参照

A 京都YMCA地階ホール B 16：30〜17：30 C 小／20名

10 凡例一覧…

開催する場所［当日連絡先］

開催する日時

東方神起の「サマードリーム」を踊るよ♪4回の講習で1
曲をマスターします。

◎雪遊び1Day

■デイキャンプ

3日間の日帰りで行うキャンプです。
1月11日(土)〜13日(月・祝)

◎かぜのこ
A 京都市内近郊 C 幼，
小1・2

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

