
　春もうららに、児童館・学童保育所には、多くの新しいお友だちがやってきます。小学校低学年の子どもたちは、多く
の人たちのかかわりの中で遊びや興味、社会性を養っていきます。それが、思春期のさまざまな経験に対して、意識の切
替や精神的立直りが早く、乗り越える財産になると言われています。
　また、連盟で運営している「のこちゃん広場」では、地域の高齢化もありご利用者も少なくなっていますが、幼稚園へ行っ
てからも制服を着て先生を訪ねたり、「おばあちゃん宅に来たので覗きました」といったふれあいが多くみられます。
今後とも、地域になくてはならない児童館や広場にしていきたいものです。
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人々の暮らしと植物人々の暮らしと植物 ～京暦にもふれて～～京暦にもふれて～

賀茂の祭りと植物 ～フタバアオイとカツラ～第１回

　気持ちも新たに、新年度がスタートしました。児童館でも初々しい笑顔がいっぱいです。
　５月には、各地域で毎年恒例の「児童館・学童保育所まつり」を開催いたします。ワクワク
するような楽しい遊びや、工夫を凝らした遊びを用意して皆様のご来場をお待ちしております。

公益社団法人 京都市児童館学童連盟
TEL 075-256-0280
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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
午前：石見神楽「ヤマ
タノオロチ」鑑賞のみ

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
ラクセーヌセンター
コートにて縮小実施

この日ならではの遊びや工作、乳幼児さんコーナーにやんちゃステ
ージもあります。大型トランポリンで高く高く飛ぼう！ ゆるキャ
ラや京都サンガもやってくるよ！ みんなでLet’s Go☆ あそび
ワクワク フェスティバル!!

5月2日（土）10時～15時
島津アリーナ京都

雨天の場合雨天の場合
実施

北・上京・中京区ブロック

日時

場所

こどもが楽しむためのお店の集まりコドモール。あそびに来たこど
もが働けちゃう、こども参加型のお店が盛りだくさん！ 乳幼児さん
のほっこりスペースや体を動かす運動あそびのお店もあります♪

5月23日（土）10時50分～15時

凌風学園 東和校地

下京・南区ブロック

コドモール こどもがつくるこどものお店！

あつまれ みんな いっしょに あ・そ・ぼ！

日時

場所

左京・東山区ブロック 山科区・醍醐ブロック

右京区ブロック 伏見区ブロック

西京区ブロック

子どもたちによるステージ発表、さまざまな遊びや工作のコーナー、
乳幼児親子コーナー、関係機関やサークル・大学によるコーナーな
ど、子どもの楽園いっぱいに楽しい遊びが広がります！

共催：公益財団法人 京都市都市緑化協会 宝が池公園 子どもの楽園

雨天の場合雨天の場合
中止

5月16日（土）10時～15時
宝が池公園　子どもの楽園

日時

場所

醍醐・山科の19の児童館が集まるお祭りです。午前は、全体会（体
育館）で地域諸団体からの発表。午後は、ゲームブースやものづく
りブースなど19の各児童館からの楽しいブースで遊びます。例年
1,000人を超す参加者があります。

5月16日（土）10時～15時
春日野小学校

雨天の場合雨天の場合
午前のみ実施

日時

場所

5月16日日（土）10時30分～15時
砂川小学校

日時

場所

各児童館のステージ発表、工作・あそびコーナー、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施設のコーナーを展
開します。中高生や大学生もスタッフとしてコーナーを担当します。

5月16日（土）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

午前：石見神楽「ヤマタノオロチ」を皆で鑑賞します。
午後：「ガリバーの世界」を元に、巨人の遊びコーナーとこびとの

遊びコーナーを展開します。

遊びコーナー・工作コーナー・あかちゃんひろば・各児童館の子どもた
ちによるパフォーマンスやプロのフリースタイルフットボーラ―出演等

5月16日㈯ 10時30分～15時30分
小畑川中央公園
ラクセーヌ東側広場
ラクセーヌセンターコート

日時

場所

児童館・学童保育所まつり児童館・学童保育所まつり
遊 び に お い で !!

つながれ　えがおのわ
～あそび ワクワク フェスティバル！～

～砂川小学校に児童館がやってくる～
伏見こどもまつり

（10時30分受付開始）

　NPO自然観察指導員京都連絡会は､（財）自然保護協会（NACS-J）主催の自然観察指導員講習会を受講し､自然観察指導員
として登録されたものや、本会で独自に企画した講座を修了したものなど自然大好き人間の集まりです。京都府、滋賀県などで
自然観察会を続けてきて間もなく32年になります。

　若葉が美しい５月の加茂街道を王朝絵巻のような祭列が進みます。賀茂祭（現在の葵祭）です。遠く平安の時代には「祭
り」と言えば、この葵祭をさしていました。祭列は御所から下鴨神社、上賀茂神社へと向かいます。この時祭列の勅使や、
斎王代、牛車、お供の人などはすべて、フタバアオイとカツラを絡ませたもので飾ります。
もともとフタバアオイは下鴨･上賀茂両神社の神草です。このことから葵祭と呼ばれるよう
になりました。
　フタバアオイは山地の湿ったところなどによく自生していましたが、最近ではあまり見ら
れなくなりました。地面をはう根茎にハート型の二枚の葉を向かい合わせに出します。葉の
基部に褐色がかった桃色の花を付けます。この花のように見えるものは実際は萼で、その先
が三つに分かれて反り返る変わった形をしています。徳川家の紋は三つ葉アオイですが、こ
れはデザインとして作られたもので自然にはありません。５月頃に府立植物園などに行くと
花咲くフタバアオイを見ることができます。
　カツラは高さ30ｍ、直径２ｍにもなる大きな樹です。そのため神社などでは御神木とされることもあります。若葉
のときにはとても美しい緑色をしています。葉は丸いハート型で向かい合わせに付き整然と並んだ感じがしてやさしい
趣があります。でも花は花びらがなく目立ちません。この樹は雄木と雌木があります。秋になると綺麗な黄色となり、
早い時期に落葉します。そして樹の下は黄色の絨毯となります。それだけではありません。秋に森を歩くとなにやら香

ばしい綿菓子のような香りが漂ってきます。この正体は、なんとカツラの落ち葉からです。
目をつぶって歩いてもカツラの木があることがわかるくらいです。秋の観察会では大の人気
者です。皆さんも秋になったら体験して下さい。でもどこにあるのかわからないって。じゃ
あお教えしましょう。自生のものでは山の川沿いの所などに多いのですが、植えたものなら
公園などにもあります。例えば宝ヶ池、京都御苑、伏見の北堀公園、花背山の家､府立植物
園などは簡単に行けますね。大きいものなら貴船神社や京大芦生研究林で見られます。冬に
行けば実が付いているので雄の木と雌の木の見分けも簡単にできますよ。

NPO京都自然観察指導員京都連絡会　清 水 　 正

がく

（元東和小学校）
（烏丸九条下ル西側）

たのしさ つたわる みんなの笑顔 無限大～あそびがいっぱい 自然もいっぱい～
やんちゃワールド2015“子どもの楽園 あそびの楽園”一日児童館

ふくらまそう 未来にむけて みんなの夢
第39回 西京こどもまつり



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

  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』

京都市じゅらく児童館

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～

「あそびの広場『ピアノに合わせてあそぼう』」

子育てサークルゆうゆうゆう

「子育てサロン」（京都市春日野児童館）

　じゅらく児童館ではあそびの広場を毎週月曜日に行っています。その
中で地域のピアノの先生にボランティアとして来ていただき、月に１回
「ピアノに合わせてあそぼう」という取組を行っています。親子でゆっ
たりと音楽に親しんでもらおうと、毎回ピアノの音に合わせて、うた・
手あそび・ふれあいあそび・パネルシアター・プチコンサートなどを企
画しています。生のピアノの音色が優しいから、と楽しみにされている
親子も多く、毎回20組程の乳幼児親子が参加されています。ボランテ
ィアの方に来ていただくことに加え、聚楽保育所と共催で行うことによ
り、普段の広場とは違う、地域の方々と一緒に作り上げていく楽しい時
間となっています。 館長　米澤 悦子

　12月25日クリスマスの日に乳幼児向けクリスマス会を開催しまし
た。昨年度に続き伏見中学校ハンドメイキング部の皆さんがハンドベル
や「おおきなかぶ」のペープサートで参加し、更に今年は同中学の創作
部もペープサート＆ハンドベル「ジングルベル」で参加してくれました。
学童クラブからも３年生全員による「ジングルベル」の合奏で参加をし、
クリスマス会を盛り上げました。この演奏に乳幼児クラブのお母さんか
らも「とても上手でした。」と、お褒めの言葉を頂きました。０歳～中学生、
保護者と多世代にわたってのクリスマス会は、総勢140名の参加とな
りました。伏見板橋児童館のクリスマス会を地域の方が心待ちにしてく
れるような行事にしていきたいと思っています。 館長　岡田 順子

京都市錦林児童館
錦林児童館の子どもたち
季節の工作「どんぐりトトロ」
おまつりで乳幼児親子さんが大喜び！ 
どんぐりトトロのおみやげです。

京都市西京極児童館
古市 夕葵子　3年生
工作「サンタとトナカイ」
バランスよく顔をつけるのが難し
かったですが上手くできました。

村松児童館
柴 ふく乃　1年生
お習字「お花」
寒い冬を越して、春にはお花がいっぱい咲く
ように、一筆一筆心を込めて書きました。

京都市安井児童館
学童クラブ児童
切り絵「年始のごあいさつ」
はさみを使って、大きな作品も上手に
切り抜くことができました。

京都市伏見板橋児童館「乳幼児向けクリスマス会」

　毎月第３金曜日の10：00～12：00に春日野児童館の２階遊
戯室にて開催しているサロンです。山科区社会福祉協議会が主催し
ていますので、日野学区の主任児童民生委員がお世話役です。委員
がじっくり吟味して揃えた、木の温もり
を感じるヨーロッパのおもちゃをたく
さん用意してお待ちしています。赤ちゃ
んや子どもさんと遊びながら、おしゃべ
りしてリフレッシュしませんか？ お母
さんもゆっくりくつろげるサロンです。
現在は子育て・孫育て経験豊富な委員と
地域の開業助産師が委員ですので、困り
事・心配事なども気軽に相談できますよ。

10月はお芋掘り、12月はクリスマスパーティで楽しみます。
お問合せ：日野学区主任児童民生委員　571-3836
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　京都市には、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があります。
　その他にも、児童館内や各地域において積極的に子育て支援活動を行っている
団体もあります。その中で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、児童館と連携または児童館を拠点とされ
ている１グループの２グループを紹介いたします。

　前号でお知らせいたしました、当連盟主催イベント「親子でニコニコ笑顔いっぱい『子どもを共に育む京都市民憲章』
をひろめましょう！」には、多数のご応募をいただく中、約600人の来場者を迎え無事終了することができました。
市民の方々のニーズに応えられるよう、当連盟では今後とも児童の健全育成と子育て支援の取組を進めてまいります。

　壬生保育所２Ｆホールを借りて、毎月１回第４木曜日の10～
11時に親子リズムを中心に活動しています。NPO法人コラボねっ
と京都から講師を迎え、１人座りができる頃から未就園児の親子が
集まり、音楽に合わせて体を動かしたり簡単な楽器を使ったりして
親子のコミュニケーションを図っています。音楽やリズムをとおし
て、しつけや親子の関わり方、親子のつながりを大切にしています。
講師より子育てのポイントを教わる事もあり、親も子どもも楽しめ
る内容となっています。回を重ねるごとに子どもたちがそれぞれに
リズム遊びを楽しんでいるのが目に見えてわかってきます。子ども
たちの笑顔がたくさん見られる親子リズムを是非一度、体験してみ
ませんか？ お待ちしています。　
お問合せ：壬生保育所 075-801-5092、メール：oyako_youyouyou@yahoo.co.jpまで。　 代表　山本 吏美

　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！

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 開催報告


