
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 初めての陶芸 大人もおすすめ 共 【日時】 7月21日（月・祝）  14時～16時  【定員】 15名 

【参加費】 1,000円  【ナビゲーター】 涌波 隆さん （四代目涌波蘇嶐）  【対象】 市民（小学生以上） 

粘土を手びねりで成形し、お好きなうつわやコップ、置物が作れます。初心者でも、経験が無くても気軽に楽しんで

いただけます。 毎年大人の方も参加しています。 

２ オリジナルグラス制作 ～サンドブラスト体験～ 

【日時】 7月26日（土）  10時30分～12時  13時30分～15時 （同内容）  【定員】 15名（各回） 

【参加費】 1,000円  【対象】 市民（幼児以下は保護者同伴にてご参加ください）  

【ナビゲーター】 渡邉 秋良さん （アトリエ KIRACO）  サンドブラスト機をつかってオリジナルグラスをつくろう！ 

ガラスの表面を削って文字や絵を彫刻。自分だけのグラスをつくります！ ※グラスはセンターにて用意します。 

３ サンドブラスト上級編  大人もおすすめ 共 

【日時】 7月26日（土）  19時～21時  【定員】 10名  【参加費】 1,500円 

【対象】 市民（中学生以上） 【ナビゲーター】 渡邉 秋良さん （アトリエKIRACO） 

夜限定、サンドブラスト体験の上級編。ガラスの平皿をテーマに、実際にサンドブラストを操作して平皿に彫刻して

いきます。これからサンドブラストを使ってみたい、大人の方におすすめです。※ガラス平皿はセンターにて用意します。 

４ おもちゃの病院 共  【日時】 7月26日（土）  10時～16時（随時受付）  

【定員】 なし  【参加費】 無料  【対象】 市民（どなたでも）  【ナビゲーター】 きょうと おもちゃの病院（仮） 

捨てちゃう前に大切なおもちゃを私たちと一緒に治しましょう。そしてまた遊びませんか？壊れたおもちゃをご家族

のみなさんと一緒に治していくことを大切にしています。なので「修理」ではなく「病院」なのです。 

※修理にかかる材料費は一部負担。エアガンやコンピューターゲームは対象外。活動の趣旨に添わない時は修理をお断りすることがあります。 

 ５ 五丁目寄席  大人もおすすめ 共  【日時】 7月27日（日）   14時開演 （約90分） 

【参加費】 中高校生 当日500円、一般 （前売り 1,000円、当日1,200円）  【対象】 市民（どなたでも）    

【出演】 京都役者落語の会   子どもも大人も楽しめる言葉のエンターテイメント落語を、京都で活動する役者が披

露します。初めて落語を聞く方にも最適です。 

６ 「松谷 歩 作品展 ～染めの世界～」 大人もおすすめ 共  

【日時】 7月31日（木） ～ 8月29日（金）まで  （時間は、センター開館時間）  【対象】 市民（どなたでも）    

【出演】 松谷 歩さん （染色作家）   【参加費】 なし 

東山アートスペースのナビゲーターでもある、染色作家の松谷歩さんの作品展を開催します。 

７ シアターリミテ公演「父との夏」 大人もおすすめ 共 

【日時】 8月１日 （金) 19時開演  2日（土） 13時 ・ 19時開演  3日（日） 13時開演  

【料金】 一般販売2,000円（当日2,500円）、高校生以下 1,000円（前売り・当日とも）  【対象】 市民（どなたでも）   

芝居を見た人誰にでも分かりやすく、楽しめて、劇場を出る時にちょっとだけ”明日も頑張ろう”と勇気が沸くような、

そんな手作りのステージを目指している京都の演劇集団シアターリミテによる演劇公演。 

８ 光と遊ぶピンホールカメラメイキング 大人もおすすめ  共 

【日時】 8月2日 (土) 10時30分～17時  【ナビゲーター】 ピンホール友の会    【定員】 15名  

【参加費】 1,000円（親子での参加の場合は1組1,500円）  【対象】 市民（小学3年生以上）〈小学3・4年生の方は保護者同伴でご参加ください。   

空き箱を使って、ピンホールカメラを作ります。世界にひとつの手作りカメラで写真を撮って、自分で現像。光と影を

観察し、ものの映るしくみを実感するワークショップです。 

９ マジックショー Ａ Ｂｕｂｂｌｅ Ｃｉｒｃｕｓ2014年度夏公演  大人もおすすめ  共 

【日時】 8月9日 （土) 17時開演  10日（日） 14時開演   

【定員】 なし  【入場料】 無料  【出演者】 A Bubble Circus（関西学生マジシャン中心のエンターテイメント集団） 

【対象】 市民（どなたでも）  大人も子どもも楽しめる、物語仕立てのマジックショーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏限定！  

普段は青少年（中学生年代か

ら 30歳まで）に向けた事業

を行っている東山青少年活

動センターですが、夏の期間

限定で小学生でも、30 歳以

上の大人の方でも市民の方

であればどなたでも参加で

きるプログラムを開催しま

す。それが「東山フェスタ」！ 

ぜひ東山青少年活動センタ

ーに来てみて、体験してくだ

さい。 

 

開催期間  

７月21日（月・祝）～ 

8月31日（日） 

詳細は各プログラムにて 

ご確認ください。 

 

会場  
京都市東山青少年活動センター 
※プログラム13・18は別会場になり   

ます。 

 

内容・定員・参加費  

各プログラムにてご確認くださ

い。 

 

申し込み方法  

７月7日（月）13時受付開始 

電話か来館にて、お名前・年齢・

ご連絡先・参加希望プログラム

名・どちらでお知りになられた

かをお伝えください。 

 

全てのプログラムは大人の方で

も参加できますが、 

大人もおすすめのマークがつい

ている事業は特に大人の方にも

おすすめです！ 

 

共このマークのついているプログ

ラムは、ナビゲーターと当協会との

共催で行うプログラムです。 

 

 

 

大 人 も 子 ど も も 

東 山 フ ェ ス タ ！ 

※写真はイメージです。 



 

１０ 絞り染め染色を楽しもう 共 

【日時】 8月9日 （土)  14時～16時  【定員】 15名  【参加費】 500円   

【ナビゲーター】 松谷 歩さん （染色作家）  【対象】 市民（小学生以上）   

絞り染めの技法をつかって、自分で好きな色に染めた布を、額におさめて自分だけの作品をつくります。 

 

１１ 自分だけのオリジナル消しゴムはんこをつくろう～名前編～ 共 

【日時】 8月10日 (日)  10時～12時 

【定員】 15名  【参加費】 500円  【ナビゲーター】 山崎 絢香さん（消しゴムはんこ作家） 

【対象】 市民（小学校3年生以下は保護者同伴でご参加ください） 

消しゴムをつかって自分のキャラクターはんこをつくろう。ノートなどに押しちゃおう！ 

１２ 羊毛フェルトで好きな動物をつくろう！ 共 

【日時】 8月10日 (日)  14時～16時  【定員】 15名  【参加費】 500円  

【ナビゲーター】 山崎 絢香さん（消しゴムはんこ作家）  【対象】 市民（小学生以上） 

ウサギやパンダ、はたまた自分だけの動物とか？羊毛フェルトを使用した人形づくりです。 

 

１３ 器も味わう、京のおばんざい教室  

～お気に入りの器で、京のおばんざいを味わおう！～ 共 大人もおすすめ 

【日時】 8月12日 (火)  10時～13時   【定員】 12名  【参加費】 1,000円  【会場】京都女子大学 栄養クリニック  

【ナビゲーター】 京都女子大学栄養クリニック・京都府立陶工技術専門校  【対象】 市民（中学生以上） 

東山区にある二つの学校（京都府立陶工技術専門校と京都女子大学栄養クリニック）が協力。栄養クリニックお薦

めの夏季のおばんざいメニューを専門家の指導のもとで調理し、それを陶工生がメニューに合わせて特別に用意

した器たちに盛り付けて味わいます！ 

１４ 京都ロマンポップ 「第1回 舞台美術のためのワークショップ公演」 

【日時】 8月15日(金) 19時開演 カメハウス  16日(土) 14時開演 壱劇屋    大人もおすすめ 共 

16日(土) 19時開演 ステージタイガー  17日(日) 14時開演 劇団ZTON   【対象】 市民（どなたでも）  

【参加費】 学生早割1,500円（7月15日まで） 前売り2,000円 当日2,500円  

京都ロマンポップが送る。京都から舞台芸術に対する新提案。 

１５ ＺＴＯＮ学園夏期教室 「殺陣入門」共 大人もおすすめ   

【日時】 8月19日（火） 入門編 13時～15時   実践編 16時～18時 

【定員】 15名（各回）  【参加費】 1,000円（各回）  【ナビゲーター】 為房 大輔さん （劇団ＺＴＯＮ） 

【対象】 市民（中学生以上）  劇団ＺＴＯＮお得意の日本刀による殺陣。入門編では型や組手中心に基本の立ち回

り、実践編ではいくつかのパターンで立ち回りを体験します。演劇・殺陣未経験者大歓迎！気軽に参加できます！ 

１６ オリジナル消しゴムはんこをつくろう ～ちょっと上級者編～ 

【日時】 8月23日（土）  18時30分～20時30分  大人もおすすめ  共 

【定員】 15名  【参加費】 500円  【ナビゲーター】 山崎 絢香さん（消しゴムはんこ作家） 

【対象】 市民（小学生以上）  消しゴムはんこワークショップ大人編。おしゃれでポップな大人向けの消しゴムは

んこワークショップです。日常を彩る消しゴムハンコをつくってみませんか？ 

１７ アートスペース夏イベント まちをつくろう  

【参加費】 300円（各回）  【日時】 8月24日（日） ①11時30分～13時30分 ②14時～16時 

（各回ともに同内容）  【ナビゲーター】 東山アートスペーススタッフ  【定員】 10名（各回）  

【対象】 市民（小学生以上）  東山青少年活動センターに白い街が出現。自分の家を建て、思い思いに街を飾ろう。

最後にはここにしかない街ができあがります！ 

１８ 銭湯Live  大人もおすすめ  共 

【日時】 8月26日 (火)   18時～20時  【会場】 大黒湯（東山区大黒町通松原下ル山城町２８４）  

【定員】 40名  【参加費】  500円 （予定）  【出演】 keynote他  【対象】 市民（どなたでも）  

東山青少年活動センターにて活動している音楽サークルが大黒湯へ出張 live、大黒湯の常連さんも地域の人も、

そうでない人も銭湯のまったりした空間で心に響く Live を行います。「ひとっ風呂浴びるつもりで、聞きにこねー

か！」 

１９ 演劇ビギナーズユニット修了公演  大人もおすすめ 

【日時】 8月30日（土） 13時 ・ 18時30分開演   31日（日） 13時開演 

【参加費】 前売700円  当日1,000円 ※前売券は公演日の２日前まで受付。  【対象】 市民（どなたでも）   

5 月から始めた初心者対象の演劇セミナーの修了公演です。初めて出会った仲間と一緒に創作しました。ぜひご

来場ください。 

 

 

 

 

お申し込み ・ 問い合わせ先  

京都市東山青少年活動センター 

開館時間 

平日・土 10時～21時 

日・祝 10時～18時 

水曜休館 

 

〒605-0862 

京都市東山区清水5-130-6 

東山区総合庁舎北館2階 

TEL：075-541-0619 

E-mail 

higashiyama@ys-kyoto.org 

 

 
京阪本線「清水五条駅」より徒歩15分  

市バス「清水道」下車すぐ 

 

 

主催 

京都市 

公益財団法人  

京都市ユースサービス協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。 


