
　木々の若葉が萌え出し、耳を澄ませば其処彼処から命の鼓動も聞こえて来ようかという季節となりました。真新し
いランドセルを背負った１年生が学校や児童館・学童クラブにやってきます。温かい日差しの下、ベビーカーを押し
た若いお母さんたちが児童館の乳幼児クラブに集まってきます。春、何か気持ちがウキウキする季節です。日本全体も、
この１年余りで暗いトンネルを抜け出し、ようやく明るい日差しが差し始めたと言われています。東京オリンピック
招致も叶い、自信と誇りを取りもどしてきたとも言われています。私たちは、子育て支援のフィールドでしっかりこ
れらを支え、日々の営みに力を注いでいきたいものだと思います。　　　　 広報委員会 副委員長　比賀江 良介
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こどもってどんなもの？？こどもってどんなもの？？

　子どもってどんな特徴があるのでしょうか。お母さ
んとお父さんが結婚して二人で生活しているうちに、
お母さんの約50兆の細胞の中からDNA（遺伝子）を
半分持った細胞（卵子）と、お父さんの50兆の細胞
の中からDNA（遺伝子）半分を持った細胞（精子）が
一緒になって、目にも見えない小さな細胞（受精卵）
となります。お父さん・お母さんと同じ遺伝子を半分
ずつ持ち、お母さんのお腹の中の子宮内で分裂増殖を
繰り返して、40週間を過ぎたころには目に見えない
小さな１つの細胞が、大きな塊になって頭・胸・腹・
手足などを持った姿をして出産されます。それから、
すごいスピードで成長・発達して思春期まで分裂増殖
は続きます（図）。そこを通りすぎると大人になって、
その後は老化して小さくなりますが、平均で男は80
年、女は90年近く生存します。今回は生まれてから
短い就学前頃までの話をします。
　目で見えなくて、顕微鏡でしか見えなかった１個の
受精卵が、出産時には、自然に「おぎゃあ、おぎゃあ」
と大声で泣き、３kgの大きさになっています。呼吸
（息）をして、心臓も勝手に動いて、手も足も動かし
ています。生んでくれたお母さんと初めて会って「こ
んにちは」。次にお父さんとコンニチワ。３人の家族
が出来ました。お父さんとお母さんの細胞のそれぞれ
半分のDNA（遺伝子）が１個の細胞になって増殖が
始まり、１人の人間ができたのです。子どもの半分は
お母さんから、残りの半分はお父さんからのDNAの
贈り物です。だから、お父さんに良く似ているし、お

母さんにも良く似ているのです。お母さんに似た鼻、
お父さんに似た耳、身長の伸び方、頭の大きくなるス
ピード、お座り、ハイハイ、歩き始めも全てのことが
お父さんかお母さんに似ているのです。同じ生年月日
の子どもたちの身長順や体重順も一列に並べてみたと
ころで全員がいっしょではありません。みんな違って
いて当たり前なのです。それは両親から貰ったDNA
が一人ひとり違うからです。今回の結論は「子ども同
士を比較してはいけません」。子どもを隣のお子さん
と比べて悩み事を作らないでください。お宅の子はお
宅ように育つのです。

　４月を迎え、新年度がスタートしました。子どもたちの元気な声と笑顔が
いっぱいの児童館にぜひ遊びに来てくださいね！
　５月には各地域で、毎年恒例の「児童館・学童保育所まつり」を開催します。
工夫を凝らした遊びや催し物を用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

みんなで行こう!!みんなで行こう!!

公益社団法人 京都市児童館学童連盟
TEL 075-256-0280

北・上京・中京区ブロック

左京・東山区ブロック

右京区ブロック 伏見区ブロック

西京区ブロック

「ようこそ、あそびのパラダイスへ!!」ステージでは歌やダンスの
発表、コーナー遊びでは大型トランポリンなどで跳んだり、工作や
木のおもちゃで遊べます。また、いろんな「ゆるキャラ」と一緒に
楽しい一日を過ごせます。

5月3日（祝・土）10時～15時
島津アリーナ京都（京都府立体育館）

雨天の場合雨天の場合
実施

こども商店街をはじめ、子どもたちが祭りを作る【コドモール】を
展開！ 好きな遊びを見つけて遊びきろう！ やんちゃポイントをた
めると最後にお楽しみもあります！

下京中学校　成徳学舎

笑・話・輪ールドカップ
～ワッ！とおどろく遊びに挑戦～

午前：児童館とっておきの遊びや工作、ゲームを楽しみます。
午後：「よさこい」演舞鑑賞（出演：京都薬科大学「京炎そでふれ京

躍華」・京都橘大学「京炎そでふれTacchi」・佛教大学「紫踊屋」）
終日：乳幼児コーナー　０・１・２・３ひろば開催

雨天の場合雨天の場合
規模を縮小して実施

雨天の場合雨天の場合
一部コーナーを
縮小して実施

雨天の場合雨天の場合
一部コーナーを
縮小して実施

各児童館のステージ発表、工作・遊びコーナー、乳幼児親子のコーナー、
情報・相談コーナー、右京区の関係機関や企業のコーナーを展開し
ます。中学生や大学生もボランティアとして参加します。

午前：「腹話術」と「シャボン玉ショー」をみんなで楽しみます。
午後：「わいわいあそぼう！げんキッズ～したい！なりたい！おしごと体験～」
　　　いろいろなお仕事を体験できる遊びのコーナーを展開します。

遊びコーナー・工作コーナー・乳児コーナー・各児童館のこどもた
ちによるパフォーマンスなど

下京・南区ブロック

山科・醍醐ブロック

日時

場所

日時

場所

ワールドカップにちなんだチャレンジコーナー、ゲームコーナー、工
作コーナーなどのコーナー遊びが楽しめます。また、乳幼児親子がほ
っこりできるコーナーや起震車体験コーナーなどもあります。子ども
のステージ発表やスキップ楽団の楽しいコンサートも見どころです。

5月24日㈯ 10時～15時
岡崎中学校

雨天の場合雨天の場合
午前・午後、体育館にて子どもステージと
スキップ楽団のコンサートのみ実施

雨天の場合雨天の場合
午前の「腹話術」と
「シャボン玉ショー」のみ実施

雨天の場合雨天の場合

日時

場所
5月17日㈯ 10時～15時
音羽小学校および音羽児童館

日時

場所

5月17日㈯ 10時～15時
京都市右京ふれあい文化会館
および太秦安井公園芝生広場

日時

場所

5月17日㈯ 10時30分～15時30分
ラクセーヌ東側広場および
小畑川中央公園

日時

場所

5月17日㈯
10時30分～15時
深草小学校

日時

場所

下京・
南区
ブロック

北・上京・
中京区
ブロック

やんちゃワールド2014
～きて！みて！あそびのたからばこ☆～

伏見こどもまつり
～深草小学校に児童館がやってくる～

第38回 西京こどもまつり
～ふくらまそう 未来にむけて みんなの夢～

山科区・
醍醐
ブロック

左京・
東山区
ブロック

伏見区
ブロック

西京区
ブロック

右京区
ブロック

やんちゃワールド
いっぱいあそぼ！コドモール

あつまれ　みんな
　いっしょに　あ・そ・ぼ！

つながれ　えがおのわ
5月24日㈯ 10時50分～15時

（高辻通室町西入る）

（10時30分受付開始）

一部コーナーを縮小して実施
（10時～14時30分）

お問い
合わせ

児童館・学童保育所まつり児童館・学童保育所まつり児童館・学童保育所まつり

澤 田 　 淳センター長

京（みやこ）あんしんこども館
京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

（京都第二赤十字病院　名誉院長）
（京都府立医科大学　名誉教授）

～こどもについて一緒に考えてみませんか？～～こどもについて一緒に考えてみませんか？～

第１回 「子どもってどんなものですか」



  東京海上日動火災保険㈱代理店
 （有）京都マリン
【火災・傷害・自動車・賠償責任】

〒604−0857 中京区烏丸二条上ル西側
 京栄烏丸ビル５F
TEL 0 7 5－ 2 4 1－ 2 3 7 3（代表）
FAX 0 7 5－ 2 4 1－ 2 4 8 5

『安心広げます』

　深草商店街にある【深草暮らしの交流サロン「ふかふか家」Cafe】の２階で月・
水曜日10時～15時、主に０～１歳のお子さんとお母さんが過ごすスペースを展開
しています。Cafeのランチをご注文頂けるのも魅力の一つです。内容はおしゃべり
が弾む「ふかふかひろば」、お母さんたちの自主企画「ふかふか倶楽部」、他にも「子
育てエンジョイ講座」「商店街、学生との協働イベント」などのプログラムがありま
す。「ダウン症などの障がいのある子育て」「双子」達が対象のおしゃべり広場も月に
１回ずつ開催しています。自分と同じ体験をしている先輩ママがいてくれるので安心です。
　詳しくは　運営：NPO法人京都子育てネットワーク、ブログ：「ふかふか子育て」で
　連絡先：k.k.net@ares.eonet.ne.jp　までお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　 代表　藤本 明美

京都市高野児童館
松本 渉　３年生
中野 洸　３年生
きりえ「干支カレンダー」
今年の干支、馬の切り絵は色をつけた
大作です。カレンダーを作りました。

京都市市原野児童館
三木 舞乃　　３年生
伴田 陽向子　２年生
手芸「手編みのマフラーと帽子」
時間のかかる作業なので、完成時には
「やったー！」と歓声があがります。

京都市花山児童館
学童クラブ児童　
１～３年生
エコ工作「ビックけん玉」
新聞紙を再利用し、作って・遊んで楽しい
時間が過せました。

京都市春日野児童館
学童クラブ児童　１～３年生
バレンタインcooking
「カラフル☆ポップコーン」
心を込めて作りました♪
メッセージカードを添えてプレゼント。

京都市洛陽児童館

京都市西京極西児童館

京都市上里児童館

特色ある活動をされている児童館・
学童保育所を３つ紹介します。こんなん

　　やってます～
こんなん
　　やってます～
こんなん
　　やってます～

　上里児童館では毎年、初春恒例・地元の方々を巻き込んでの「もちつき大
会」を行っています。
　寒い時季にぺったんぺったんとついては食べ、体がほっかほかになる楽し
みな行事です。今年は、PRのお蔭で、130名近い参加がありました。家族
連れの方が大勢で、子ども用杵で親子で餅つきをして笑顔いっぱい。学童の
子は、今年も繰り返し並んで年々上手につけるようになりました。
　餅米や雑煮の野菜等も地元産にこだわり、上里小学校の大鍋で炊く雑煮と
黄粉餅は人気メニューで長い行列ができ、何度も並んではおかわりをしてい
ました。
　天候にも恵まれ、地元の方も早朝より手伝いに来られ、ついたり丸めたり
と大忙し。よいふれあいができ、皆様のご協力に感謝です。

館長　齋藤 丸子

　当館には和太鼓サークルがあります。「人と人の輪を感じ、演奏する
ことで自分もまわりも元気にしよう」を合言葉に、夏まつりや敬老会等
の地域の交流行事や近隣の社会福祉施設での発表を行っています。メン
バーは小学３年生以上の43名。高校生、大学生の参加もあり、地域の
方が指導にあたってくれています。最初は太鼓の「ドンッ」と響く音に
驚いていた子どもたちも、徐々にこころと身体で打つ楽しさを味わい、
発表では元気なかけ声で、かっこいい姿をみせています。老人ホームで
の演奏では高齢者の方々から、「ありがとう」と握手を求められて、子
どもたちは恥ずかしながらも、満足げな顔をしていました。

児童厚生員　上木 淳

　西京極西児童館では、小学生４～６年生が児童館で生き生きと輝ける
ようにと立ち上げた「４５６kidsスタークラブ」があります。活動は
毎月１回集まり、ゲームを楽しむときもあれば、乳幼児の祭りのお手伝
いの話し合いをする月もあります。土曜日には友愛の丘へ野外活動に出
かけたこともありました。
　写真は、夏休みに大学の先生から世界遺産について教えていただき、
11月に金閣寺へ出かけた時のものです。話に聞いた世界遺産を目の前
にして子どもたちは特別なものを感じていたようで、いろいろな角度か
ら金閣寺を眺めていました。
　これからも子どもたちの意見を聞きながら、もっとみんなが輝けるよ
うなクラブにしていきたいと考えています。　　　　　館長　川畑 依子

「地域交流もちつき大会」

ボランティアサークル「らくよう」

「４５６kidsスタークラブ」

「ふかふか子育てコミュニティベース」

　幼児クラブ出身の先輩ママ達が、新米ママに「子育ては大変だけど、いっしょに楽
しもうよ！」という思いで始めました。子育ては、子どもの成長とともに期待が大き
くなり、心配事も増えるけれど、「ぷにゅぷにゅほっぺの可愛い頃を忘れないように」
という思いでぷにゅぷにゅクラブと名付けました。お母さんの歌声はモーツアルトの
音楽にも優る！との思いから歌の好きな館長も一緒に季節の歌や童謡を歌っています。
また、手作りのパネルシアターや本の読み聞かせ等をすると「楽しかった」「ほっと
した時間をすごせた」といってもらえて、とても励みになります。赤ちゃんの表情は可愛く癒され、少しずつ成長され
る姿をみると幸せを感じます。　
　詳しくは　嵯峨野児童館　０７５－８７３－４３５５までお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　代表　大木 純子

「ぷにゅぷにゅクラブ」

検索
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いっしょに
子育て
たのしいね

「子育てサークル」をご存知ですか？ 子育て中の親が自主的に集まり、育児の
楽しみや悩みを話し合ったり、遊んだり、さまざまな活動をするサークルです。
京都市内でもたくさんのグループが活動し、ネットワークを広げています。
幅広い活動をされている「京都子育てネットワーク」から１グループ、
児童館を活動の拠点にされている１グループの２グループを紹介いた
します。

　京都市の児童館では、地域の子育て機能の充実を図ることを目的に子育てサークル等の育成や活動の支援をおこなっています。
※詳しくはお近くの児童館にお問い合わせください。

理事長　藤本 明美
連 絡 先：070-5435-9307　　URL：http://www.geocities.jp/kk_net1997/
活動内容：子育てグループの交流会や相談、講師派遣などトータルサポート、ファシリテーターの人材養成　など

NPO法人京都子育てネットワークから紹介！NPO法人京都子育てネットワークから紹介！

京都市の児童館で活動中のグループから紹介！京都市の児童館で活動中のグループから紹介！


