
　子どもたちは、まだ日焼けの痕を残した笑顔のまま、実りの秋に向けて歩んでいます。春よりも確かな足取りです。
児童館では学童保育だけでなく、赤ちゃんから高校生まで全ての子どもたちを、さまざまな取り組みと共に応援して
います。キッズステーションでは、そんな活動の中からホットな話題と役立つ情報を、紙面を通じて少しでも多くの
皆様にお届けできますよう、これからも発信を続けてまいります。

広報委員長　宇野 眞理子　　
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こどもってどんなもの？？こどもってどんなもの？？

（昨年の様子）

京都やんちゃフェスタ２０１4

　今回は自由に歩けたり、走ることのできる幼児期以
降の発育、事故についての話をします。子どもの発育・
発達が急速に進み、体が大きくなり、知的にも進み、
これまでと比較すると驚くほど動作、知的活動、発語
などすべてが進歩し行動範囲が広がりますが、しかし
未経験な体験には危険を伴います。家の中での事故は
親の注意深い管理で防止できますが、一人で外に出る
機会が多くなり、親の目が届かないときにいろいろな
冒険をし事故が発生します。小さいときは転落事故で
も高さが50～60cm程度からで、床も柔らかいフロ
ーリングやマットの上が多く重症になりませんが、一
歩外に出ると安全と思われている公園でさえも危険な
遊具が一杯です。目新しい大きな遊具に子どもは興味
津々です。危険より興味と冒険心が先立ちますが、発
達上この点での満足度を満たすことも大事です。初め
にきちんと遊具の使い方や握り方、座り方などの安全
性や、周辺の注意点などを発達年齢に応じて何回か繰
り返し教えます。しつけ（躾）と同じです。近所の公
園に行くと、面白そうなブランコが目に入り走り出し
ますが、経験がないとブランコの前で立ち止まり、先
輩のお兄ちゃんやお姉ちゃんの動作を見て、できるか
どうかを考えるでしょう。ブランコの周辺が危険な場
所であることも知りません。乗っているお兄ちゃんも
前に寄って来ると思っていないので、衝突し倒れて、
鼻血が出て大騒動。ブランコが空いたらすぐに真似を
しますが、うまくできません。当然です。公園の遊具
だけでも、すべり台では階段の５～８段目から落ちれ

ば１ｍ以上の高さがあります。大変です。箱ブランコ、
シーソー、ターザンロープ、ジャングルジム、鉄棒、
砂場等、子どもに事故が発生しやすい場所です。遊具
の土台はコンクリートが多く、どこでも事故の起こる
可能性があります。それぞれ、発生する事故は違うので、
教える親も大変です。ドイツ、アメリカなどでは遊具
の安全基準が1980年代から作られ、日本ではやっ
と2002年国土交通省から遊具の安全に関する基準
のガイドラインが作成されましたが、機能していない
状況です。残念ながら自己防衛が必要です。発達に応
じた遊具を選択し、最初の試みには大人がそばについ
て安全に一人でも十分に遊べるかどうかを確認してあ
げてください。

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３回 「年齢と不慮の事故（公園でのあそびと事故）」

平成26年10月25日（土）　午前10時～午後3時30分（雨天決行）
京都市梅小路公園（市バス「梅小路公園前」「七条大宮・京都水族館前」下車）
平成26年10月25日（土）　午前10時～午後3時30分（雨天決行）
京都市梅小路公園（市バス「梅小路公園前」「七条大宮・京都水族館前」下車）

と　き

ところ

　京都市の児童館・学童保育所がつくる子どものためのお祭り「やんちゃフェスタ」を今年も開催し
ます。「遊びいっぱい　未来（ゆめ）いっぱい」をサブテーマに、ステージをはじめさまざまな遊び
のコーナー、母親クラブや大学・関係機関・団体などのコーナー、子育て支援フリーマーケット等を
展開します。また、「あそんでみたいな　未来の公園」
をテーマに募集した絵画の中より最優秀作・優秀作・佳
作の作品を展示します。皆様のご来場をお待ちしており
ます。　　　　　　　　※自転車・車での御来場は御遠慮願います。

平成26年12月20日（土）　午前10時～午後3時30分
みやこめっせ（京都市勧業館）
（地下鉄東西線「東山駅」、市バス「東山二条・岡崎公園口」「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車）

と　き

ところ

＜お問い合わせ＞　公益社団法人 京都市児童館学童連盟　TEL 075-256-0280＜お問い合わせ＞　公益社団法人 京都市児童館学童連盟　TEL 075-256-0280

京都やんちゃフェスタ２０１4京都やんちゃフェスタ２０１4 入場
無料

第１部第１部

主催：京都市
　　　公益社団法人 京都市児童館学童連盟
　　　京都子どもネットワーク連絡会議
共催：京都市教育委員会
　　　一般財団法人 児童健全育成推進財団

ステージ（子どもたち・若者たち・世代間交流のステージ）
クッキーズスペシャル「歌はともだちコンサート」
遊びのコーナー
乳幼児のコーナー

工作コーナー 絵画展
子育て支援フリーマーケット

ステージ（子どもたち・若者たち・世代間交流のステージ）
クッキーズスペシャル「歌はともだちコンサート」
遊びのコーナー
乳幼児のコーナー

工作コーナー 絵画展
子育て支援フリーマーケット などなど

京都やんちゃフェスタ２０１4京都やんちゃフェスタ２０１4京都やんちゃフェスタ２０１4京都やんちゃフェスタ２０１4 第１部第2部 　親子で楽しめる遊びや工作などのコーナー、
ステージ、子育て情報のコーナーを展開しま
す。ご家族でお楽しみいただけます。
※第２部は、主に乳幼児親子を対象にしたイベントです。
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無料

京都やんちゃフェスタ２０１4

平成26年12月20日（土）　午前10時～午後3時30分
みやこめっせ（京都市勧業館）
（地下鉄東西線「東山駅」、市バス「東山二条・岡崎公園口」「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車）



  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』
少部数・低予算・短納期でも印刷を！の

ご要望にお応えできるお店

〒601-8441 京都市南区西九条南田町41（東寺南門前下ル一筋目東）
TEL（075）691-1624　FAX（075）661-0292　http://www.syobiprint.co.jp

京都市柏野学童保育所
金閣小学校　３年生 女子
工作「松ぼっくりの置物」
ラメ入り絵具やビーズでステキな
松ぼっくりの置物ができました。

京都市久世西児童館　吉田 好花　３年生
エコ工作「牛乳パックdeフリスビー」
工夫したところは、半分に折った牛乳パックに
ていねいに切り込みを入れたところです。
楽しい絵も自由に描きました。

京都市中唐戸児童館
手づくりクラブ（高学年）
紙粘土の工作「スイーツのマグネット」
食べたくなるような、おいしそうな
マグネットができました。

京都市大宮西野山児童館
加藤 久玲乃　３年生
きりえ「夕焼け空の町家」
細い線や曲線がむずかしかったですが、
色つけまで楽しくできました。

新道児童館

池田児童館

特色ある活動をされている児童館・
学童保育所を２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～

　昨春、電車児童館からの55年の歩みに感謝し、建仁寺から元新道小学校へ移転しました。
昭和12年に竣工した校舎へ一歩入ると、堂本阿岐羅氏（堂本印象氏の甥：堂本家工房が
当学区にあった）の絵が重々しくお出迎え。一気に昭和の香り漂うノスタルジックな世界
に引き込まれます。地域の方からは統廃合した学校にまた元気な歓声と笑顔が戻ってきた
と喜ばれています。利用者からの声を捉え、運営法人である洛和福祉会の専門知識を伝え
る取組もしています。その中で子どもたちは感染症予防の手洗い指導に真剣な眼差しで聞
き入り、ＡＥＤ救急指導が初体験という保護者も多くおられました。今後も利用者のニー
ズに応え、新たな歴史を歩んでいきたいと思っています。　　　　　　　館長　八木 信代

歩み続ける　NEW（新）ROAD（道）
　　　　　　　　　こんにちは！ 新道児童館です

サマーキャンプ　思い出をいっぱい!!

「子育てサロン～カモミールルーム」

「向島南子育てサロン」

　池田児童館では毎夏にサマーキャンプを実施しています。本年度は８月８日から１
泊２日の日程で滋賀県のこどもの国を中心に展開しました。本児童館では、近年核家
族化の進行や親の共働き等により家庭ではあまり行われなくなった季節毎の行事（例
えばお月見会や七草がゆ会など）を、地域の皆様のご協力を得て取り組んでいます。
その中で最も注力しているのがサマーキャンプです。登録児童の多く（１年～３年生
で約60人）が参加し、民生委員さんをはじめ地域の皆様のご協力をいただいています。
このキャンプは自然を体験するだけでなく、集団活動や個人の役割分担など子どもた
ちの成長につながる活動もたくさん行う教育キャンプです。実施にあたっては、リーダーを養成するための３年生会
議を毎月開き子どもたちの意見や思いをできるだけ反映させるようにしています。また各班毎にキャンプでの目標を
決め取り組んでいます。内容としては、プールでの水遊び、キャンプファイヤー、スタンプラリー、思い出工作などです。
どの取組に対しても、子どもたちは楽しく一生懸命取り組んでくれました。とくにキャンプファイヤーは雨天のため
屋内で実施しましたが大変盛り上がりました。３年生がリーダーとなり司会やゲームの担当者として活躍してくれま
した。最終日の思い出工作では、一人ひとりに与えられたうちわにキャンプの思い出を絵や文字にして表現してくれ
ました。一人ひとり、違いはあっても、楽しい思い出をいっぱいつくって帰路につきました。　　　館長　野田 昌弘

みち よ

　カモミールルームは嵯峨広沢にあるうずまさ第二診療所２階で毎週木曜日の10時半～
11時半に開いている子育てサロンです。癒しの万能ハーブ、カモミールにちなんでつけ
たこのお部屋は名前のとおり、子育ての疲れや悩みが共有できる癒しの場、ホッとできる
場、お友だちができる場になっています♪　この１年でベビーマッサージ、リトミック、
親子英語やママ向けのヨガ、手芸、デコパージュ、着付け、ヘアアレンジ等さまざまな企
画をしてたくさんの笑顔が溢れました！
　予約も利用料もいりませんのでプレママ～未就園児をもつママさんは誰でもお気軽に遊
びに来て下さい♪
　連絡先：NPO法人みのりのもり劇場　882-3309　　 カモミール代表　古澤 美千瑠

　他府県・他地域からの転入の多いこの地域では、世代を越えて子育てについて一
緒に考えられる場はとても大切です。核家族が常態となり地域のつながりの希薄化
も進む中、「子育てサロン」は若いお母さんが先輩お母さんからの声かけに励まさ
れたり、交流の中で安心感を得たりできる場になっています。乳幼児親子を対象に
「向島南子育てサロン」が児童館を拠点に展開されるようになり３年目になりました。
大学や保健師さんとの連携などさまざまな企画も取り組まれています。児童館職員
も関わりサポートに参加しています。
　ここから次の子育てサークルが育っていく胎動も聞こえてくる昨今です。　　　　　　　　　　　　　代表　伴 靖子

と　き

ところ

京都市が「子どもを共に育む市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」を７年前の
２月５日に制定しました。公益社団法人 京都市児童館学童連盟では毎年、制定
時期に合わせ普及推進活動の一環として、親子で一緒に楽しい時間を過ごすイ
ベントを企画・実施しています。今年もぜひ、皆様のご来場をお待ちしています。

「子どもを共に育む京都市民憲章」を
ひろめましょう！

平成27年2月1日（日）　午後1時30分～
京都こども文化会館 エンゼルハウス（上京区一条七本松西入）
地下鉄烏丸線「今出川」より市バス（約10分）
市バス203系統「北野天満宮前」から徒歩５分
市バス201系統「千本中立売」から徒歩10分

平成27年2月1日（日）　午後1時30分～
京都こども文化会館 エンゼルハウス（上京区一条七本松西入）
地下鉄烏丸線「今出川」より市バス（約10分）
市バス203系統「北野天満宮前」から徒歩５分
市バス201系統「千本中立売」から徒歩10分

主催：公益社団法人 京都市児童館学童連盟　後援：京都市／京都府　（一財）児童健全育成推進財団 公益社団法人 京都市児童館学童連盟　TEL 075-256-0280

平成26年12月22日（月）～ 平成27年1月17日（土）

詳しくは11月下旬発行のポスター・チラシ等でご確認ください。
申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

申し込み期間

申し込み方法

入場無料
申込制

お問い合わせ

ⒸＮＨＫ・ＮＥＤ
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子育て
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いっしょに
子育て
たのしいね

いっしょに
子育て
たのしいね

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！

パッコロリン ミニステージショー
クッキーズのお姉さんたちによるファミリーミュージカル

～ドロシーと笑顔の魔法～

親 子 ニ コ ニ コ 笑 顔 い っ ぱ いで親 子 ニ コ ニ コ 笑 顔 い っ ぱ いで


