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1 年間 , 季節ごとの

異なるテーマを通して ,

SDGs に詳しくなろう！

2022

11/20日

親子で楽しめるクラシックコンサート。
クラシックの名曲から、映画・アニメ音楽など、お馴
染みの曲を聞きながら、楽器のこと、音楽のこと、環
境のことについて詳しくなってみましょう！● 河合 由夏 （ピアノ）

神戸女学院大学音楽学部卒業後
ニューヨークへ、オーストリアで研鑽
を積む。2006年兵庫県立芸術文化セ
ンターでのソロリサイタル開催を皮
切りにソロや室内楽、オーケストラと
の協演など多岐に渡り活動中。 13:00～14:30 60名佐藤恵梨氏、

河合由夏氏

● 佐藤 恵梨 （ヴァイオリン ）
京都市立芸術大学音楽学部卒業
相愛大学音楽専攻科修了
現在、奈良フィルハーモニー管弦楽
団、アンサンブル神戸、神戸港クルー
ズ船専属アーティストとして活動中。

武田薬品工業株式会社 
京都薬用植物園

武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園のスタッフと一緒に、昔ながら
の材料から紫雲膏(江戸時代の外科医、華岡青洲によって考案された
塗り薬)をつくります。つくった紫雲膏は、持ち帰ることができますよ！

今年も、さすてな京都では「へちま」を育てています。最終回は
「へちまたわし編」です。
へちまの実を使った「へちまたわし」に触れて、半年間育てたへ
ちまの成長を振り返ります！
（正式名：へちまのはてな？ ［最終回］～へちまたわし編～）

11/13日

13:00～14:30

し う ん こ う

はなおかせいしゅう

6組（24名）

小学生とその保護者
※熱した油を使用します。未就学のお子様はご参加いただけません。

子ども・家族向け

学習プログラム

薬博士と薬づくり（紫雲膏）
を体験しよう！
さすてな京都×武田薬品工業株式会社

10/30日
へちまたわしを作って
脱プラしよう！
さすてな☆いきもの探偵団

子ども・家族向け

学習プログラム

13:30～14:30 15組(60名)さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

時間 定員 講師

　　全てのイベントは
　　事前申込が
　　必要です！

京都市伏見区内にある「さすてな京都」「京エコロジーセン
ター」「青少年科学センター」が、それぞれの特色を活かして
「伝統産業・伝統工芸」をテーマにプログラムを開催します。
日本の文化を象徴する京都の伝統産業・伝統工芸に触れ、
物を大切に使い切る「しまつ」の心や、自然と共生する暮ら
しについて「伏見区3学習施設」で学んでみませんか。３施設
合計「全10日・20回」の大型企画として開催します。皆様の
ご参加をお待ちしております。

野生にいるキリン。動物園にいるキリン。どちらも同じキリンで
す。でも、場所が大きく異なる野生と動物園でそれぞれ生きてい
る彼らの様子は、はたして同じでしょうか。今回は、そんなキリン
の中に見えてくる違いに迫ってみたいと思います。

10/23日

13:00～14:00 80名
齋藤 美保氏（京都大学大学
院 アジア・アフリカ地域研究
研究科 助教）

さすてな講座 

「キリンのはてな？」
野生と動物園のキリンは同じ？ 違う？

子ども・家族向け

学習講座

さすてな講座 

心潤うヴァイオリンと
ピアノのアンサンブル
さすてな☆SDGs親子コンサート

対 象

11月7日（月）9：00～11月13日（日）17：00申込期間

10月17日（月）9：00～10月23日（日）17：00申込期間
10月1日（土）9：00～10月10日（月・祝）17：00申込期間

10月1日（土）9：00～10月10日（月・祝）17：00申込期間

汚れても良い服装持ち物

11/23水㊗ 抽 選

抽 選

※抽選制のイベントは実施日の5日前までに当選者の方のみに連絡いたします。落選者への通知は致しませんのでご了承ください。
※各受付時間外の申込は無効になります。　※小学生以下の方は要保護者同伴。　※定員になり次第申込終了。

申込先 必要事項
① 申込むプログラム・講座の名称
② 参加者、同伴者全員のお名前（ふりがな）
③ お子様の学年
④ 電話番号
⑤ 希望する時間帯（第1希望、第2希望11/23（水）「京こま」のみ）

メール
moushikomi@sustaina-kyoto.jp
電　話
075-606-2548
（水曜日を除く9:00～17:00）

今後の予定

・12/4（日）京象嵌つくり ・1/21（土）提燈つくり
・2/12（日）京焼・清水焼陶芸体験

宮中の女性たちが着物の端切れなどを
巻き付けて作ったのが始まりの京こま。
自分だけの京こまづくりに挑戦し、ごみ減
量についても考えます。

子ども・家族向け

学習プログラム

11月7日（月）9：00～
11月13日（日）17：00

申込期間

各回小中学生8名

① 10:00～12:00
② 13:30～15:30

「京こま」を作ろう！

京都の伝統産業・

伝統工芸から学ぶSDGs

さすてな京都☆3rd Anniversary!!

● 開催期間　　　令和4年10月6日（木）～11月29日（火）

● 景品交換場所　さすてな京都１階 事務室
　※景品の交換はお一人様あたり、１日１回です。
　※オリジナルグッズの数量には限りがございます。
　　開催期間中におきましても、内容を変更する場合がございます。
　　予めご了承ください。

環境に
いいこと
クイズ

見学通路などに設置された「環境にいいことクイズ」に挑戦してみよう！
全問挑戦したお子様には、さすてな京都オリジナルグッズを差し上げます。

「伏見に来てどこで学ぶ？

京都の伝統産業・

伝統工芸」

さすてな
京都
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京都の伝統産業・
伝統工芸を
学ぼう！ 3



さすてな京都御利用の皆さまへのお願い
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっては、開催方法や参加人数の変更、中止
となることもありますので、あらかじめ御了承ください。
※さすてな京都では、安心して御来館いただけるよう館内の換気、消毒など対策を講じ
ておりますが、御来館時には以下の内容について、御協力いただきますようお願いい
たします。
・来館者全員に検温を行います（サーモカメラ）。
・検温時にめまい、倦怠感、呼吸困難、37.5℃以上の発熱等がある方は御入館いただけ
ません。
・入館の際には、京都市新型コロナ「あんしん追跡サービス」に御登録ください。
・館内ではマスクをの着用にご協力ください。
・館内に設置している消毒液による手指消毒やこまめな手洗い、咳エチケットの遵守を
お願いいたします。
・館内での会話は可能な限り、お控えください。
・館内の全ての場所において、人と人との距離をできるだけ確保してください。
・体調が悪くなられた際は、速やかにスタッフへお申し出ください。
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詳しいアクセス情報は
HPをチェック！

9:00～17:00
水曜日(水曜日が祝日の場合は翌平日)、
年末年始（12月29日～31日、1月1日～1月3日）
京都市伏見区横大路八反田２９番地
TEL 075-606-2548  FAX 075-606-2549

・開館時間
・休 館  日

・住　　所
・TEL＆FAX

※さすてな京都へは公共交通機関でお越しください。

入館無料

京阪電車「中書島駅」または「淀駅」から市バス20号系
統・京阪バス24A系統に乗車し「南横大路（さすてな京
都前）」バス停下車徒歩5分
竹田駅東口から市バス（81・南5・南8号系統）に乗車し
「横大路車庫前」バス停下車徒歩20分

10 /2日、9日、16日、23日、30日
11/13日、20日、27日

【お知らせ】
● 11/5土、6日の2日間 定期点検に伴い臨時休館となります。　● 11/23水㊗は祝日のため開館、11/24木は休館いたします。

京都市南部クリーンセンター環境学習施設

人気のイベントが続々開催！イベント案内

みんなはおうちでごみの「分別」をしてい
るかな？さすてな京都で、ごみの分別ゲー
ムにチャレンジしてみよう！思ったよりも
むずかしいぞ！目指せパーフェクト！

混ぜれば「ごみ」分ければ「資源」
さすてな☆こどもごみ分別講座

10/1 土

13:00～14:00

6組（30名）

天野光雄氏
（幼児のための環
境学習プログラム
作成の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

ものを作る過程でどうしても出てしまう
「ごみ」。そんなごみを工作の素材として
使って作品に生まれ変わらせるのが「ゴ
ミラプロジェクト」です。いろいろな色や
形の素材を集めて、自分だけの作品、「ゴ
ミラ」を作ろう！

ものづくり現場の端材でアートづくり
さすてな☆ゴミラプロジェクト

10/2 日　10/29 土

13:00～14:00

8組（32名）

さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

環境にやさしい「燃料電池」をテーマに、
簡単な実験を通して知ることができます。
プログラムの後半には、格好いい燃料電
池自動車も見ることができますよ！乗り物
好きは必見です！

燃料電池のはてな？を実験しよう！
さすてな☆こども科学教室

10/15 土 11/3 木㊗

13:00～14:00

6組（30名）

天野光雄氏
（幼児のための環
境学習プログラム
作成の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

家族でついつい夢中になる「いきものの
カードゲーム」で遊ぼう！食べたり食べら
れたり、いきものはみんなつながりあって
生きています。そんな「いきもののつなが
り」についてゲームをしながら学ぼう！
（正式名：SDGsカードゲーム体験～いきもの編～）

いきもののつながりを学ぼう！
さすてな☆SDGsカードゲーム体験

10/23 日

10:30～11:30

8組（32名）

さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

みんなの力で電気を起こそう！手回し発
電機や発電機の模型を動かしながら、み
んなのくらしに欠かせない電気が、どこで、
どのように作られているか考えてみよう！

エネルギーのはてな？を実験しよう！
さすてな☆こども発電所

11/12 土

13:00～14:00

6組（30名）

天野光雄氏
（幼児のための環
境学習プログラム
作成の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

半年間にわたるオニバス里親プロジェク
トの集大成です！
オニバスとミズアオイの一年間の成長の
様子を振り返り、育てていただいたタネの
「里帰り」を行います。

オニバス里親ミーティング第4回
さすてな☆オニバス里親プロジェクト

11/13 日

10:30～11:30

75名

株式会社アドプラ
ンツコーポレー
ション

身近な自然にある材料を使って、かわい
らしい小枝のストラップを作ろう！

小枝のストラップを作ろう！
さすてな☆自然工房

11/19 土

13:00～14:00

8組（32名）

城山巌夫氏
(名神深草森の会)

子ども・家族向け

学習プログラム

とってもおもしろい京都市のオリジナル
カードゲームで遊ぼう！もったいない食
べ物のごみについて学んで、地球環境と
食べ物たちを守ろう！目指せ食品ロスゼ
ロマスター！
（正式名：SDGsカードゲーム体験～食ロス編～）

食ロスをゲームで学ぼう！
さすてな☆SDGsカードゲーム体験

10/16 日

13:00～14:00

8組（32名）

さすてな京都
スタッフ

子ども・家族向け

学習プログラム

植物の種にはフシギがたくさん！種を観
察しながら、色々な植物が次の世代に命
をつなぐための作戦を学びます。種に隠
されたタネや仕掛けを教えますよ！

植物の種子を見てみよう！
植物の生き残り戦略
さすてな☆自然観察会

10:30～11:30

75名

株式会社アドプラ
ンツコーポレー
ション

子ども・家族向け

学習プログラム

10/22 土

夏が終わると、夜、たくさんのコオロギた
ちの鳴き声を聞くことができます。そんな
コオロギ、どのようにして鳴いているんで
しょう？なぜ鳴いているのでしょう？そん
なコオロギのはてな？をいきもの博士と
一緒に解き明かしましょう！

コオロギのはてな？を観察しよう！
さすてな☆いきもの探偵団

13:00～14:00

8組（32名）

黒田明彦氏
（野生生物を調査
研究する会）

子ども・家族向け

学習プログラム

ふしぎがいっぱい！みんなのくらしに欠か
せない水…水は色々なカタチで，地球をめ
ぐっています。みんなも水の気持ちになっ
て、おどろきの「水のたび」を体験しよう！

水のはてな？を体験しよう！
さすてな☆ワークショップ

10/9 日 10/10 月㊗

13:00～14:00

6組（30名）

天野光雄氏
（幼児のための環
境学習プログラム
作成の会）

子ども・家族向け

学習プログラム

「キエーロ」って知っているかな？おうちで
出た生ごみを土に変えることができる，
とってもエコなものなんだ。そんなキエー
ロ作りに、みんなもチャレンジしてみよう！

「キエーロ（小型生ごみ処理機）」
をつくろう！
さすてな☆ワークショップ・特別編

10/8 土

13:00～15:00

※事前申込終了しました。ご了承願います。キャンセルが
　発生した場合はホームページにて都度お知らせ致します。

（事前申込終了）

8組（32名）

福元宏徳氏
（里山デザイン）

子ども・家族向け

学習プログラム

参加無料だよ～！
10/1土～11/23 水㊗　対象期間

令和４年度　第5号

ここからのイベントは
　　　　　　　　予約がいりません！

【受付時間】

【受付方法】
来館のみ　※電話予約不可　

【受付場所】
定員75名以上のプログラムは2階広報室
その他のプログラムは１階事務室

時間 定員 講師

シャトルバス
運行日

一般向け

学習講座

湿地は生物多様性や生き物にとって重要
な役割を担っています。なかでも水田は、
私たちの身近にありながら、里山に住む
生き物たちの重要な拠点のひとつです。
その役割と抱えている課題について考え
てみましょう。

「巨椋池と水田 湿地が担う
役割と課題」 さすてな☆自然講座

10/16 日

10:30～11:30

75名

株式会社アドプラ
ンツコーポレー
ション

学習プログラム

一般向け さすてな京都がある横大路
地域に住んでいた昔の人たちは、どんな
暮らしをしていたのでしょう？さすてな京
都のすぐ近くにある富ノ森城跡の発掘調
査で明らかになった、鎌倉時代から安土
桃山時代の村の様子や多彩な出土遺物
について、専門家が紹介します。

さすてな講座「富ノ森城跡のはてな？」
　

11/3 木㊗

10:00～11:30 80名
中谷 正和氏
（公益財団法人京都市埋蔵文化財 研究所担当係長）
北村 彩氏
（公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所  調査研究技師）

一般向け

学習講座

定員75名以上のプログラムは、開始30分前～
開始時刻
その他のプログラムは、開催当日9：30～
開始時刻
※先着順（満員になり次第終了）


