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『安心広げます』

あ とが き
　猛暑や大雨などの異常気象が続きましたが、この時期になってやっと過ごしやすい季節になりました。児童館・学童保育所ではさまざ
まな楽しいイベントを用意しています。特に10月28日（土）には京都やんちゃフェスタ2017（第１部）が梅小路公園にて開催されます。
ステージや各コーナーなど楽しい催しがいっぱいありますので、ご参加ください。　 　　　　　　　　広報委員会 副委員長　野田 昌弘
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まな楽しいイベントを用意しています。特に10月28日（土）には京都やんちゃフェスタ2017（第１部）が梅小路公園にて開催されます。
ステージや各コーナーなど楽しい催しがいっぱいありますので、ご参加ください。　 　　　　　　　　広報委員会 副委員長　野田 昌弘
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あそびに
　きてね～！

　お子さんに望むことは何ですか？
　「元気に生まれてきてほしい」、「早く歩けるように
なってほしい」、「運動や勉強ができるようになってほ
しい」と、お子さんの成長に伴って保護者の思うとこ
ろは変化していきます。
　しかし、一生を通じて願うのは「健康」ではないで
しょうか。健康な身体づくりのための３本柱である
「運動・栄養（食事）・休養（睡眠）」を日々の生活の
中で習慣づけていくことが大事です。今回は特に「運
動・動くこと」について考えてみましょう。
　私たちは朝起きて夜寝るまで、布団から起き上がる、
洗面所まで歩く、座って食事をするなど、さまざまな
動作をしています。これらの日常動作は、生まれたと
きには自分では全くできないけれど、成長するにした
がって少しずつできるようになってきます。
　例えば「歩く」という動き、これは日常の移動動作
として無意識に行っています。右足・左足を交互に前
に出すだけのシンプルな動作ですが、歩き方によって
は、長年の積み重ねによる習慣・癖が骨や関節・筋肉
などに負担をかけ続け、やがては健康を損ない、ロコ
モティブシンドローム（運動器症候群）といわれる状
態にもなりかねません。
　では「歩く」ことはどのようにして身につけたので
しょうか。お腹の中で十月十日、オギャーと生まれて、
首が据わり、寝返り、腹這い、四つ這い、お座り、つ
かまり立ち、伝い歩きを経て、初めてのあんよができ
るようになります。この時期は「正しい歩き方・身体
の使い方」のための基礎づくりです。すべての段階を
飛ばすことなく、正しく行う運動発達は、生まれてか
ら約１年かけて健やかに生きていくための基礎となる
身体づくりをしています。

　しかし、抱っこの仕方や便利な育児用品、早くでき
ることが良いことという間違った認識などの影響を受
けてしまうことも少なからず見受けられます。向き癖
がある赤ちゃんが寝返りの頃になると、寝返りの頻度
にも左右差があり、腹這いの動作やお座りにも左右差
が出てしまうことがあります。また、反り返ったり突
っ張る赤ちゃんはあまり這わずにお座りをしたり、寝
返って少し移動したらすぐにつかまり立ちをして、歩
き始めるのがかなり早くなることがあります。
　赤ちゃんも子どもも興味があれば動きます。舐めた
り触ったり、動かしてみたりという経験を積んでいき
ます。それらは遊びから学ぶもので健やかに生きてい
くための心の基礎作りをしています。
　歩き始めてからよく転ぶ子どもは、心が動いても、
動きを支える身体が未熟なため、心身にアンバランス
が起こっている状態です。
　やりたいことができる、できるからさらに挑戦する、
諦めずに困難を乗り越えるなど遊びを通じての成長は、
何でもできる身体、つまり発達に必要な段階を飛ばす
ことなく正しい動きを身につけた運動発達があってこ
そです。
　もう歩いている、よく転ぶ、顔のケガや骨折、すぐ
にできないというなど、もう手遅れなのでは？と思
われた方もいるでしょう。
　でも、大丈夫！ 今からやり
直しはできます。
　大人の意識と行動を変え、親
子で再学習をすることで子ども
は見違えるように変わります。
　子どもの可能性は無限大なの
です。

こちらのQRコードから「京都市の児童館」
のページをご覧いただけます 京都市の児童館 検 索
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平成29年10月28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「七条大宮・京都水族館前」「梅小路公園前」下車）
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　きてね～！

今年も梅小路公園で「京都やんちゃフェスタ」を開催します。
たくさんの遊びのコーナーや子育て支援のコーナーを展開する

楽しい一日です。ぜひ遊びに来てください！
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たくさんの遊びのコーナーや子育て支援のコーナーを展開する

楽しい一日です。ぜひ遊びに来てください！

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
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健康長寿のまち・
京都いきいきフェスタ
健康づくりお役立ち情報が

いっぱい！

消費生活フェスタ
消費生活について楽しみながら
学べる参加型イベント！

エコまちフェスタ
むかし遊びや子育て世代向け

フリーマーケット！

市民すこやかフェア
舞台発表やブース展示！
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平成30年１月27日（土）
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京都こども文化会館
（エンゼルハウス）
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親子で楽しめる遊びのコーナーや子育て情報の
コーナーなど、親子に嬉しいイベントです。
※第２部は、主に乳幼児親子を対象にしたイベントです。

親子で楽しめる遊びのコーナーや子育て情報の
コーナーなど、親子に嬉しいイベントです。
※第２部は、主に乳幼児親子を対象にしたイベントです。

平成29年11月25日（土）午前9時～午後4時
京都市勧業館みやこめっせ
（地下鉄東西線「東山駅」、市バス「岡崎公園ロームシアター京都・
みやこめっせ前」「東山二条・岡崎公園口」下車）

平成29年11月25日（土）午前9時～午後4時
京都市勧業館みやこめっせ
（地下鉄東西線「東山駅」、市バス「岡崎公園ロームシアター京都・
みやこめっせ前」「東山二条・岡崎公園口」下車）

乳幼児と小学生の子どもた
ちの好きなキャラクターに
よるステージ企画です。

予告

梅小路公園に
児童館が
やってくる！！

Ｃｏｓｍｏｓ代表
コンディショニングトレーナー・
育児セラピスト

福本 智恵子

子育てコラム　連載シリーズ

前 編 〜乳幼児期は一生の土台をつくる〜

健 や か に 育 つ   健 や か に 育 つ
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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

京都市音羽児童館
学童クラブの１年生～５年生　数名
立体工作「海の中はどんな様子？」
お花紙で海洋生物などを作成。後ろ
を丸く切り、光が入るようにました。
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お花紙で海洋生物などを作成。後ろ
を丸く切り、光が入るようにました。

京都市辰巳児童館
学童クラブ児童　４年
ちぎり絵「モカ」
足の模様の部分を貼るのが
難しかったです。

京都市辰巳児童館
学童クラブ児童　４年
ちぎり絵「モカ」
足の模様の部分を貼るのが
難しかったです。

京都市山ノ本児童館
学童クラブ児童　３年
切り紙「くまのぷ～さん」
はさみで切る所や細かい所が
とても難しかった。

京都市山ノ本児童館
学童クラブ児童　３年
切り紙「くまのぷ～さん」
はさみで切る所や細かい所が
とても難しかった。

祥栄児童館
工作クラブの子どもたち
工作「木製鳥のブローチ＆メルトビー
ズのきらきらサンキャッチャー」
毎月いろいろな素材を使ってみんなで
製作を楽しんでいます。

祥栄児童館
工作クラブの子どもたち
工作「木製鳥のブローチ＆メルトビー
ズのきらきらサンキャッチャー」
毎月いろいろな素材を使ってみんなで
製作を楽しんでいます。

　毎年夏に、交流事業としてデイキャンプを実施しています。今年度は小学
５年生の一般児童が参加し、ジュニアスタッフとして実行委員会を行いまし
た。当日のお手伝いや「みんな遊び」の企画を立てるという重大な任務を任
され戸惑う子どもたちでしたが、協力し合い、何とか形になりました。時間
がない中の練習でしたが、本番ではさすが５年生！といった進行ができ、参
加者全員が楽しい時間を過ごしました。
カレーづくりでは、学童クラブの保護者と共に薪からの火おこしや野菜切り、

付け合わせのソーセージを焼きました。とても暑い日でしたが、日頃児童館
内では行えない取組ができ、子ども同士や親子の距離が一層深まりました。

　向上社児童館では、隔月で紙切り教室を行っています。
　講師は、切り絵作家の田中道男先生です。紙とハサミと感性で、さ
まざまな形を作り出す紙切り。子どもたちが紙切りに親しむことで、
手先を使い、色を工夫し自由な発想で作品を作る経験をしてほしいと
考えています。
　この日は、紙切りで昔話「おむすびころり」を表現して頂きました。
　１枚の紙が、お話の登場人物に切り取られていく様を目の当たりに
した子どもたちは大喜び。視線は、先生の手元に釘づけになりました。
紙切りの技術と昔話の両方を楽しんだ子どもたち。最後は参加者みん
なで新聞紙を使い、大きなおにぎりを作るゲームで盛り上りました。

学童クラブの子どもたちが頑張って作った作品を紹介します！学童クラブの子どもたちが頑張って作った作品を紹介します！

京都市西京児童館

向上社児童館

デイキャンプ「ジュニアスタッフの取組」デイキャンプ「ジュニアスタッフの取組」

紙切りで綴る、昔話「おむすびころり」紙切りで綴る、昔話「おむすびころり」

こんなこと、やってま～すこんなこと、やってま～す
京都市140か所の児童館・学童保育所では、さまざまな取組をしています。
それぞれ特色のある活動ばかりです。ぜひ、お立ち寄りください！
京都市140か所の児童館・学童保育所では、さまざまな取組をしています。
それぞれ特色のある活動ばかりです。ぜひ、お立ち寄りください！

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！
子育て中の親が自主的に集まって、親子で楽しんだり、子育て仲間を作ったり、時には子育ての悩みを語り合ったりと、
さまざまな活動を通じて活動しているサークルがあります。そんなサークルを２つ紹介します。
子育て中の親が自主的に集まって、親子で楽しんだり、子育て仲間を作ったり、時には子育ての悩みを語り合ったりと、
さまざまな活動を通じて活動しているサークルがあります。そんなサークルを２つ紹介します。

問い合わせ先：木村 尚子
e-mail：minamihamakosodate@gmail.com

「なやまち子育てコミュニティベース」「なやまち子育てコミュニティベース」
　子育てサークルの立ち上げ、運営相談、子育て
グループと地域、行政とのネットワークのコーデ
ィネートなど、子育て家庭がより豊かに暮らせる
ような循環型の子育て相互支援社会をつくること
を目的に活動しています。

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.geocities.jp/kk_net1997/

「NPO法人京都子育てネットワーク」とは…

「NPO法人京都子育てネットワーク」から子育てサークルを１つ、紹介していただきました！

　毎月第１水曜日11：00～12：00頃まで衣笠幼稚園のお部屋で活動しています。
　日々の育児の中でふと疑問や不安を感じることはありませんか？ その疑問や不安
は、病院で相談するほどでもなかったり、専門機関への問い合わせの方法が分からず、
気になりながらも相談できずにおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そのような方にぜひ利用して頂きたいのが「ほほほの会」です。
　お子さまが自由に遊べる空間の中で、専門の看護師とお話しながら、育児や発達の
相談や、同じ悩みを持つ保護者の方同士で悩みの共有が出来ます。
　一人でも、お友達とでも、散歩がてらに覗きに来てください！ お待ちしています！

「ほほほの会」「ほほほの会」 問い合わせ先：衣笠児童館　☎467-9700

京都市の児童館から子育てサークルを１つ紹介します。

　2015年11月に伏見区社会福祉協議会、南浜学区社会福祉協
議会と京都子育てネットワークの協同で行った、０歳児とママの
ための連続講座から誕生したサークルです。
　現在は納屋町商店街復興組合や地域団体、京都子育てネットワ
ークと連携しながら、伏見区社会福祉協議会の協力のもと、南浜
学区社会福祉協議会の運営にて月に１度土曜日に納屋町商店街の
ホールで活動しています。初
参加の親子も加わりながら、
講座を楽しみ、季節の工作遊
びをしたりお茶を飲みながら
おしゃべりして、ゆったりと
した時間を過ごしています。
時が経ち、２人目さんの誕生・
環境の変化や子どもたちの成
長を喜び合いながら親子で過
ごす時間を大切に活動してい
ます。

品み のん な 作


