
京都文化博物館で

楽しみながら学ぶ、子ども教室。

今年もいろんな企画を用意しました !! みんな、ぜひ参加してね !

きょうとぶんかはくぶつかん

たの　　　　　　　　 まな　　    こ　　     きょうしつ子ども教
室

※事前申込要
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11 10
1０：00～15：30

10名
みんなのお気に入りのものや作品を持ちよって
展覧会を開いてみよう！絵や写真、書、焼き物、
人形などにタイトルや説明文をつけて展示し、
パンフレットも作ります。ぶんぱく学芸員から
プロの技も教えてもらえるよ！

小学校５年生以上
20名

昔から日本では、竹で作った、かごや食器が使
われてきました。竹を割ったり切ったりして、
竹のけん玉を作って遊びましょう。竹のけん
玉は、うまく入ったときにきれいな音がしま
す。日本の文化と竹について、けん玉作りをつ
うじて、いっしょに遊びながら考えてみませ
んか？

小・中学生 20名

小学生以上 15名

京都の町の、みんなの身近にある土を絵の具に変身させてみよ
う！京都の土はどんな色？どんな色にできるかな？土の絵の具
を作って、絵を描いてみよう！きっと土の魅力に気づくチャン
スになるはずです。

小学校４年生以上・中学生
12名＋保護者

日本画家の鵜飼雅樹先生といっしょに、絵を
描こう！季節の野菜、京都にゆかりのものな
ど、描きたいものを持ってきてください。
それを色紙に描けば、自分だけの日本画ので
きあがり！保護者の方もご一緒にどうぞ！

小学校４年生以上

１） 事前申し込み要。会場は京都文化博物館内にて行います。
２） やむを得ぬ事情によりプログラムの中止、変更があります。ご了承ください。
３） 当日のケガなどについては、当館規定の安全マニュアルに沿って対処いたします。
 参加者それぞれが活動の内容をご理解の上、担当者の指示に従って参加してください。
４） ぶんぱく子ども教室にお申込みいただいた方の個人情報については、当館が責任を　
　  持って管理し、この教室活動以外には使用いたしません。
５） 保護者の参加も可能ですが、総合展示室入場料（500円）が必要です。
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１ 12

小学校４年生以上・中学生
10名

昔の人みたいに、和紙と筆を使って、お手紙を書きます。
「ありがとう」、「お元気ですか？」、「最近こんなことが
あったよ」などなど、手紙を書いて、自分の気持ちや身の
まわりの出来事を伝えるのは、今も昔も同じです。昔の
お手紙の書き方を聞いて体験すれば、歴史や古文書が少
し身近に感じられるようになりますよ！
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展示している昔のおひな様のことなど
お話を聞き、いろいろと教えてもらお
う。その後は、お家でもかざれる自分だ
けのおひな様を作ります。かわいいのが
できるかな？かっこいいのができるか
な？みんなでいろいろ工夫して世界に
ひとつ、あなただけのおひな様をかざり
ましょう！！
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●地下鉄「烏丸御池駅」下車、5番出口から三条通を東へ徒歩約3分
●阪急「烏丸駅」下車、16番出口から高倉通を北へ徒歩約7分
●京阪「三条駅」下車、6番出口から三条通を西へ徒歩約15分
●JR・近鉄「京都駅」から地下鉄へ
●市バス「堺町御池」下車、徒歩約2分

●普通車のみ約30台利用可能（有料：１時間につき400円）

［交通機関］

［駐車場］

［ご利用案内］
開館時間●10：00～19：30
　　　　　 （入室は19：00まで）
　　　　　　　　※ろうじ店舗飲食店は20：30まで入店可。

休館日●月曜日（祝日は開館、翌日休館）
　　　  　※７月16日、８月12日は臨時開館
【総合展示室】入場料●一般500円
　　　　大学生400円／小中高生無料

〒604-8183   京都市中京区三条高倉京都文化博物館「ぶんぱく
子ども教室」係　TEL：075-222-0859 FAX：075-222-0889

① 参加希望のプログラム名と日時　② 住所・氏名 （※返信用表面にも）　
③ 電話番号（・ＦAX番号）　④ 学校名・学年　⑤ 保護者氏名

①～⑤をご記入のうえ、京都文化博物館「ぶんぱく子ども教室」係までお送りください。 子ども教室
※先着順とさせていただきますので、定員締切りの際はご了承願います。

総合展示室

ぱ くんぶ

面白さいっぱい！！

発見いっぱい！！
ぶんぱくでは、大昔からつい最近まで、京都や日本全国、と
きには世界の人たちのことがわかる展示をたくさんやって
います。  知らなかったことをいろいろ学ぶと、きっと、み
んなの住んでいるまちや人、文化や歴史に、いまよりもっ
と興味がわいてくるはずだよ。

ぶんぱくの２階展示室・３階フィルムシアターは、小・
中・高校生の入場料が無料です。 

近衛家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝３ ／９月14日（土）〜10月27日（日）

池大雅 −「柳下童子図屏風」と四君子図の世界− ／９月23日（月・祝）〜11月４日（月・振休）

京都府蔵池大雅美術館コレクション

近代の京友禅 ／ 11月２日（土）〜１月19日（日）

羅城門の記憶 −模型の楽しみ方３− ／ 11月９日（土）〜２月２日（日）

祇園祭 −占出山の名宝− ／ 10月18日（金）〜１月５日（日）

京都府所蔵の雛人形／１月25日（土）〜３月28日（金）

祇園祭−太子山の名宝−／ 1月18日（土）〜３月30日（日）

／９月23日（月・祝）〜11月４日（月・振休）

／ 11月９日（土）〜２月２日（日）

めざせ     「ぶんぱく京力隊」!
「ぶんぱく京力隊」とは、ぶんぱく（京都文化博

物館）のことを知りつくして、京都のまちの中

で、面白い文化や秘められた物語を発見した

り、それをほかの人にも報告したりしてくれ

る、そう！例えるなら、特派員や探偵団のこと。

みんなの質問や報告は、ぜひ学芸員さんたち

　　　　　　　　に教えてね！

お気に入りを

　　見つけてね
！

お申込みは、 FAX ／往復はがき でお願いします。 

平成 25 年度

後 期 お申込み・お問合せ先

細川家 永青文庫コレクション６／２月11日（火・祝）〜３月23日（日）

身近だけど奥深い文化や歴史。

　　　　　　　　その魅力に気づくきっかけに！

みんなは、いつでも気軽に遊びに来てね！

ひとつのテーマをじっくり学べる「企画展示」

《観覧料》一般500円、大学生400円、高校生以下無料
《開室時間》10：00～19：30 ※入室は30分前まで※月曜休館（祝日は開館、翌日休館）

平成25年
９月1２日（木）～12月１日（日）

小中高生は、無料だよ！
京都府所蔵のお宝がいっぱい！！

京都文化博物館開館25周年記念・京都府立総合資料館開館50周年記念
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