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絵本とは「読んでもらう本」
えほん館 店長

平成29年
4月

花田睦子

TEL：075‑383‑4811
http://www.ehonkan-kyoto.com/

5 月 に 開 催！
！

乳幼児期だけ

バカにしたような言葉を耳にすることがあります。い

でなく、全ての

えいえ、とんでもない！絵本は「質の高い内容を、乳

絵本体験は「子どもの喜び」と共にあることが何より

児から楽しめるように表現してある本」なのです。く

も大事です。嬉しいから、楽しいから子どもたちは勝

まさんが喋るから、うさぎさんが２本足で歩くから…

手にさまざまなことを習得していくのです。そこには

日時

という所だけで判断しないでください。喋るくまさん

「心が動く」体験が存在しています。人は心が動いた

場所

は、２本足で歩くうさぎさんは、大人こそ読んだ方が

時に言葉を使いたくなり、想像したくなり、聴きたく

良いと思われるほど質の高い内容を語っているのです。

なるのです。「心で感じること」を大切に絵本を開い

そして絵本とは「読んでもらう本」「読み手と聴き
手で楽しむ本」です。自分で読む本ではありません。

てもらいたいと思います。
また、小学校高学年や中学生になると読んでもらう

北・上京・中京区ブロック

つながれ えがおのわ

子どもの楽園 あそびの楽園 一日児童館

むように作られていないということです。親が子に読

な時「絵本なんか読まずに本を読みなさい！」とは言

日時

むことを基本として作られているのです。「自分で読

わないでくださいね。子どもが１人で絵本を読んでい

場所

は別物ですので、同じように捉えないでください。大

も時には「ちょっと私が、絵本を読みたいし聴いてく

きな違いは「１人か」か「１人ではない」という事です。

れへん？」等と適当に言って、親子で絵本タイムを過

乳幼児や小学生、中学生であっても、ぜひ親が読んで

ごしてみてください。たとえ、

あげてください。何かを教えようとか伝えようとせず、

子どもが何の感想も言わず無言

雨天時：
変わらず実施

東山・左京区ブロック

よりも自分で読むことが増えてくると思います。そん

る時、確実にその子どもの心は動いているのです。で

5月20日
（土）10時〜15時
島津アリーナ京都（京都府立体育館）

宇宙ロケットを飛ばして距離を競える遊びや作って遊べる工作コ
ーナーのほか、トランポリンを跳んで遊べるコーナー、子どもた
ちによるステージ発表や乳幼児コーナー、ゆるキャラの登場など、
盛りだくさんの内容です。楽しい１日を過ごしましょう。

もちろん自分で読んでもＯＫですが、基本は自分で読

む読書」と「誰かに読んでもらう読み語り（読書）」

児童館・学童保育所まつり

あそびのおまつり 各地域で開催します！
こどもやおにいさん・おねえさん、おとなの方もいらっしゃ〜い！

「絵本って小さい子どもが読む本やん！」と、少し

〜あそびがいっぱい 自然もいっぱい〜

5月20日（土）10時〜15時
宝が池公園 子どもの楽園

雨天時：
上高野小学校体育館
（規模を縮小して実施）

子どもたちによるステージ発表や、作って遊べる工作コーナーのほか、ゲー
ムコーナーやウォークラリー等、自然いっぱいの子どもの楽園に遊びが広が
ります。小学校高学年以上の子どもたちもスタッフとして大活躍してくれます。
共催：公益社団法人

京都市都市緑化協会

宝が池公園子どもの楽園

右京区ブロック

あつまれ みんな いっしょに あ・そ・ぼ！

ただ子どもと物語を楽しみ、その時間を味わってくだ

で終わったとしても、親子で物

日時

さい。特に乳幼児には、字を覚えさせようとか知識の

語を味わった体験は生涯その

場所

習得だけを目的に絵本を開いていると、子どもが本嫌

子どもの「心の記憶」に残り続

いになる可能性が大きくなります。親に褒められるた

け、「生きる力」となり続けて

めに頑張ってしまうような苦痛を与えないでください。

くれるものなのです。

5月20日
（土）10時〜15時
京都市右京ふれあい文化会館
太秦安井公園芝生広場

雨天時：
一部コーナーを
縮小して実施

各児童館によるステージ発表、工作や遊び、乳幼児向けコーナー、
子育て相談や右京区内の関係機関・企業等によるコーナーを展
開します。中・高・大学生もスタッフとして参加し、児童館まつ
りを盛り上げます。

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！
日時
場所

5月27日
（土）10時30分〜15時
京都市立祥豊小学校・京都市祥豊児童館
雨天時：規模を縮小して実施

こどもの「やってみたい！」がいっぱいのコドモール。子どもたち自
身がお店屋さんのスタッフとなって仕事をしたり、児童館で日々取り
組んでいる遊びをみんなに観てもらったりします。乳幼児さん向けの
ほっこりスペースや保育士さんによる子育て相談コーナーもあります。

山科・醍醐ブロック

やんちゃワールド２０１７

〜いざ昔話の世界へ！みんなのこころをひとつにしよう！〜
日時
場所

5月20日
（土）10時〜15時
京都市立日野小学校
雨天時：午前のみ実施

午前はスキップ楽団による舞台鑑賞、午後は日本の昔話の世界
を楽しく体験できる遊びのコーナーがあります。乳幼児親子さん
のほっこりできるスペースもありますよ。

伏見区ブロック

伏見こどもまつり

「うたってあそんで手をつなごう」
日時
場所

5月13日
（土）10時30分〜14時30分
雨天時：体育館でのステージ実施
京都市立深草小学校 （小学生向き午前１回、乳幼児向き１回）

町田浩志さん（まっちゃん）による〜つながりあそび・うた〜のステージを実施
します（小学生向き午前・午後２回、乳幼児向き１回）。運動場では、児童館職
員による５つの楽しい遊びコーナーや伏見消防署による消防士なりきり体験コー
ナーを展開します。乳幼児コーナーでは室内でランチをとることもできます。

西京区ブロック

あとがき

第４１回

桜前線が足早に北上し、花のたよりが聞かれる季節となりました。新年度がスタートして新１年生の初々しい姿に笑みを誘われる時期
となり、保護者の皆様におかれましても、気合十分で子どもたちを健やかに育んでおられることと思います。今年度も子育てを支援する
児童館・学童保育所の幅広い情報を発信してまいりたいと思います。
広報委員会 委員長

小林 一太

日時

5月20日
（土）10時30分〜15時30分

発行人
編

集

印刷所

場所

〜ふくらまそう 未来にむけて

みんなの夢〜

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

西京区内の児童館による遊び・工作・乳児向けコーナーや、消防署・エコまちステーションによる体験コーナー、
各児童館の子どもたちによる元気いっぱいのパフォーマンスや、けん玉トリッカーズの出演等、盛りだくさんの内容です。
お問い合わせ

発行所

西京こどもまつり

雨天時：ラクセーヌセンターコートにて
規模を縮小して実施

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 TEL 075‑682‑6260

公益社団法人京都市児童館学童連盟

〒６０１−８００４
京都市南区東九条東山王町27 元山王小学校北校舎2階
ＴＥＬ(075)682-6260・ＦＡＸ(075)682-6263
http://www.kyo-yancha.ne.jp/
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（075）691-1624・ＦＡＸ（075）661-0292

イラスト提供 ： 所 崎 三 鈴

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
京都市の児童館
ホームページで
キッズステーションの
バックナンバーを
ご覧いただけます！

〒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

同心児童館

「教会の中にある児童館」

同心児童館は日本基督教団京都教会の敷地内にある児童館なので、いつ
も子どもたちや職員が牧師や教会関係者の方々と交流を持っています。毎
年12月には教会と合同でページェント（イエス・キリストの降誕劇）を

いっしょに
子育て
たのしいね

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、児童館から１グループを紹介いたします。

行っています。イエス・キリストが誕生した喜びを児童館の子どもたちに
も知ってもらいたいという思いで教会と合同で取り組んでいます。
礼拝堂で行うページェントは日常では味わえない荘厳な気分にさせてく
れます。ページェントの時には保護者の方々もたくさん来てくださり、教
会と児童館が一体となるひとときをみんなで楽しんでいます。

特色ある活動をされている
児童館・学童保育所を
紹介します。

こんなんやってます〜

NPO 法人京都子育てネットワークから紹介！
理 事 長：藤本明美
連 絡 先：E-mail : kkn.1997@gmail.com
ホームページ URL : http : //www.geosities.jp/kk̲net1997/
活動内容：子育てサークル・サロンの立ち上げ、運営相談、プログラムなどの
トータルサポート、子育てファシリテーターの養成研修会など。
京都子育てネットワーク通信100号記念増刊号を作成いたしました。産後のママが子育て仲間と出会う、はじめの
１歩の気もちに寄り添う冊子です。最寄りの保健所等に配架されていますので、どうぞお手にとってご覧ください。

「親子でゆっくり過ごせるお家

大原野たけちゃんママ」

大原野たけちゃんママは、２人の孫を持つおばあちゃんです。昨年４月に自宅１階のス

「子どもたちによる防災劇発表会＆
防災いろいろ体験会」

ペースを「第二の実家」のような存在をコンセプトに、親子でゆっくり過ごしてもらえる
場所として開放しています。産後の子育てなどでストレスを感じた時や、子どもと２人き
りで息が詰まりそうになった時などにママの気休めになるお家です。

子どもたちの表現力と防災力を高めることと地域交流を目的に、NPO団体

お茶して、おしゃべりしたり、親子でピ

と共催で、劇団、防災アドバイザー、消防団の協力で実施しました。小学校４

ザをつくったり楽しい時間を過ごしています。毎週水曜日（祝日除く）

年生以上の子どもたちが、子どもの目線で地域の防災について考え、地域に発

午前10時〜午後３時まで開放しています。利用料金は500円（お茶付

信する取組です。まず12月に参加児童12人が
児童館で合宿。演劇のレッスンを受けて防災について学び、消防団に取材に行き、
劇をつくりました。その後、劇やクイズで地域に発信し、体験会では新聞紙で非常

き）です。お弁当などを持って、１日ゆっくり過ごしてもらえます。
連絡先：kumiko.ayane.1065@gmail.com 竹村 久美子

用の食器づくりや非常食の試食、消防団による消火器訓練やAEDミニ講座などを行
いました。子どもと大人が一緒になって、防災につ
いて体験！体感！
！実感！
！
！する内容となりました。

子どもたちが
このコーナーは、児童館の
す。
いま
して
紹介
品を
作った作

京都市明徳児童館

が ん ば っ て つ く っ た よ !!

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行っています。
※詳しくはお近くの児童館にお問い合わせください。

「きママっず」
子育てに対する不安が減るように、気軽にお出かけできるコミュ
ニティの場・親子のお友だちができる場を作りました。発足時のメ
ンバーには、同じく子育て中のママたちや、保健師さんもいます。
今年度は、ヨガセラピーやメイクセラピー・おうち英語講座のほ
か、昔遊び、自分で作るワークやケアマルシェ等を開催しました。
不安に思っていたことも、実は楽しく過ごせる工夫があることや、

白菊児童館
白菊児童館の子どもたち
合同作品「児童館の看板」
廃材を利用し、工夫しながら
素敵な作品を作り上げました。

うずらの里児童館 ４年生 丸井 寛朋
人形劇の人形と背景画「サンタクロースって
ほんとにいるの？ (かがくのとも傑作集より)」
人物の顔や体を作って、風景を画用紙に描く
のをがんばりました。

京都市大枝児童館
大枝児童館 きりえクラブ
切り絵「大枝動物園」
「きりえクラブ」の子どもたち
11人による合同作品です。

桂東児童館
学童クラブの子どもたち
切り絵「みんなの作品」
切り絵が日に日に上手くなると同時に
手先が器用になってくるね！

『安心広げます』
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 075−241−2373
（代表）
FAX 075−241−2485

子育て中も楽しい場所があること、そして「育児に笑顔」を増やし
ていくお手伝いをしています。
お問い合わせ先：京都市四ノ宮児童館 ☎592‒2368

