
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 号 

2019年 

京都市修徳児童館 

〒600-8449 京都市下京区新町通り松原下る富永町 110-1 

TEL：075-353-6399  FAX:075-371-2022 

メール： shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

京都市の児童館 HP：http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html 

京都福祉サービス協会 HP：https://www.kyoto-fukushi.org/office/detail/sht/ 

京都市指定ゴミ袋交換 
引換券をお持ちください 

おむつ交換できます。 
トイレ前に交換台があります。 

トイレお使いください。 
職員まで一声おかけください 

ベビーカーは玄関前に

置いてください。 

来館時は来館者名簿へ

記入をお願いします。 

 

シュートクカフェやってます 
１００円でおかわり自由、お菓子つき 

じどうかんは０さい～１８さいまでの子どもが自由にあそべるところです。 

10:00 から、小学生までの人は 17:00 まで。中高生は 18:30 まで。 

乳幼児さんは保護者と一緒に、小学生以上は家に帰ってからあそびにきてね。 

【じゆうらいかん】 

だれでもあそべます。 

児童館では活動の記録として写真や動画を撮影し、おたよりなどに掲載することがあります。 

（顔の判別ができる写真の掲載については使用確認をします。） 

乳幼児さん親子ひろば 

◇シュートクカフェ  １００円セルフカフェ 

◇あそべ MONDAY     ０歳～就学前 

◇ちびっこらんど   ０歳～就学前 

◇パパぱーく    パパさん親子のひろば。 

ママさんもどうぞ。 

乳幼児さん登録制 

★ベビーマッサージ  マタニティさん＆０歳 

★ころころクラブ   2018 年生まれさんと 

マタニティさん 

★てくてくクラブ   ０・１歳児さん 

★ぴょんぴょんクラブ ０・１歳児さん 

★うきうきクラブ   ２歳児さん～就学前 

 

親子で参加できる講座等 

◆HOP STEP TOWN     ２～３歳キッズ英語 

◆フラダンスサークル  ママフラダンス 

◆フラフィットネス   フラエクササイズ 

◆ヨガサークル     ママのヨガサークル 

◆おとなの英会話    初心者大歓迎！ 

◆つくルーム      ママ手作りサークル 

◇あおぞらだがしや   修徳公園でだがし屋 

 

子どもたちの活動 

★タッキュー部   子どもが作った卓球部 

★こどもフラダンス １年生からのクラブ 

◇しょうぎのひろば 子どもから大人までＯＫ 

★オニム部     子どもが作ったオニム部 

              など 

 

 

 

 

こんなとりくみ あります。 

月 火 水 木 金 土 

修徳児童館ホームページ 

 警報発令時などはご確認 

 ください。休館のお知らせ 

 など掲載することがあります。 

◇申込なし ◆申込・参加費あり 

★登録制  

  てくてく・ぴょんぴょん・うきうきは 

  半年に一度登録、ころころクラブ・ 

  ベビーマッサージは随時受け付け。 

  シュートクカフェ ■学童クラブ取組 

16 17 
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30 28 29 31 

【おやすみ】 

元日 

【おやすみ】 

 

【おやすみ】 

 

【おやすみ】 

成人の日 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

ぴょんぴょんクラブ 

フラダンスサークル 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

ころころクラブ 

こどもフラ オニム部 

うきうきクラブ 

しゅくだいひろば 

てくてくクラブ 

オニム部 

おとなの英会話 

HOP STEP TOWN 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

親子こころの栄養 

こどもフラ 

ベビーマッサージ 

将棋のひろば オニム部 しゅくだいひろば 

修徳ふれあい食堂 

カプラワークショップ 

あおぞらだがしや 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

つくルーム 

ぴょんぴょんクラブ 

フラフィットネス 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

らっこクラブ 

ヨガサークル 

オニム部 

かみしばい こどもフラ 

うきうきクラブ 

しゅくだいひろば 

ポコポコ 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

つくルーム 

てくてくクラブ 

オニム部 

ちびっこらんど 

おとなの英会話 

HOP STEP TOWN 

タッキュー部 
しゅくだいひろば 

こどもフラ 

ヨガサークル 

オニム部 

２０１９年度 学童クラブ登録申請について【新規登録】 

 小学１年生～６年生で昼間留守になる家庭の児童が対象です。 

 

①申請書配布：１月４日（木）～１９日（土） 

新規登録の方は児童館に取りに来てください。＊開館日時 月～土 10:00～18:30（日・祝休館） 

 

②提出・面談：１月２５日（金）～２月１４日（木）←予約が必要です。 

    ＊利用内定は先着順ではありません。 

 ★10:30～14:30の間で 15分程度の面談と書類確認を行います。 

  ４月入会をご希望の方は必ず面談日を予約して書類を全て揃えて 

  提出してください（確定申告書を除く）。 

  就労証明書や源泉徴収票などの書類添付が必要です。 

  書類が揃っていない方の受付、書類の預かりはできませんので、 

  よろしくお願いいたします。 

③新規登録内定者説明会：３月２日（土）15:30～17:00 

   必ずご出席ください。 

あけましておめでとう 

ございます。 

乳幼児 

親子 
 

小学生 中高生 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

カプラワークショップ 

おとな 

１月１９日（土）10:00～11:30 

場所：せんだんホール 

魔法
ま ほ う

の板
いた

カプラ。広
ひろ

いホールを使
つか

っ

てたくさんのカプラを積
つ

んだり、並
なら

べたり。子
こ

どもから大人
お と な

まで楽
たの

しめ

ます！ 

申込
もうしこみ

はいりません。詳
くわ

しくはちら

しをみてください！ 

パパぱーくも同時開催とし

ます。ちびっこさんもパパ

さんも気軽にどうぞ♪ 

&パパぱーく 

おとな 

下京こころのふれあいネットワーク 

親と子のこころの 

栄養講座 
１月１６日（水）11:00～12:00 

場所：児童館ゆうぎ室 

子育て世代の親のこころがちょっぴり元気

になるお話 

講師：中村珠美氏 

（下京子どもはぐくみ室 相談員） 

参加無料、先着２０名、申込は児童館まで。 

 昨年は、地域の皆様をはじめ、保護者の方々

の心温まるご支援、ご協力を頂きありがとうご

ざいました。 

 子どもたちは、自分たちの”やりたい””や

ってみたい””また”やりたくない”も自由に

表現し、たくさん考えて、失敗やもめ事も経験

しながら「たのしい！」を形にしています。 

 子どもも大人も、そして私たち職員もうれし

かったり、悲しかったり、怒ったり、笑ったり

の毎日です。どんな時でもひとり一人が大切に

される、児童館がそんな場所であり続けられる

よう、これからも皆様の見守りとお力添えをよ

ろしくお願いいたします。 

修徳児童館 館長 木戸玲子・職員一同 

②の期間、各部屋で面談を行うこと

があります。ご協力よろしくお願い

いたします。 

乳幼児 

親子 
 

修徳・成徳・格致サロン 

らっこクラブ 

１月２３日（水）10:00～11:30 

場所：成徳自治会館２階 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

児童館からかんたん工作もっていきます！ 

ちびっこらんどは図書室で縮小して実施します 

豊園サロン 

ポコポコ 

１月２５日（金）10:00～11:30 

場所：豊園自治会館 

学童クラブ 

申請書配布 

（新規） 

19日まで 

子どもの 

トラブル 
育児、孫育て 

ちょっとし

た困りごと 

＆パパぱーく 

http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html


 

居るところがなかったら、 やることがなかったら、 

 
話せる人がいなかったら、 

 
わかってくれる人がいなかったら、 がまんできないほどしんどくなる前に、 児童館にいってみよう。 児童館はここにあります。 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/

index.html 

 

じどうかんへ あそびにいこう！！ 
しゅくだいも できます。 

あそぶだけが、じどうかんのすごしかたではあり

ません。しゅくだいもできます。 

修
しゅう

徳
と く

じどうかんでは育成室
いくせいしつ

に机
つくえ

を出して
だ   

、宿題
しゅくだい

をする場所
ば し ょ

もあります。 

自由
じ ゆ う

来館
らいかん

の子
こ

も、しゅくだいをもってきて、やっ

てもいいよ！ 

今回は、小学生のすごしかたにスポットを当てて、 

じどうかんの中の様子を紹介します。 

 

３じのおやつ あります。 

学童クラブに登録している子には、

毎日おやつを用意しています。 

あそびに来た子も、１００えんで学

童クラブと同じおやつがたべられま

す。 

ほうかごのじかんを どんなふうにすごす？ 

じどうかんは小学生も利用をします。 

小学生は学童クラブに入っている子と学童クラブに入っていな

い子、1・2・3年の低学年の子、4・5・6年の高学年の子、おとこ

のこ、おんなのこ…いろんな子があそびにきます。 

 

あそび方もそれぞれで、 

遊具を借りたり、おもちゃをかりたり、ルールを自分たちで決め

て集団であそんだり、1人であそんだり、いろんな過ごし方が

できます。いろんな子が利用するので、毎日ちがったあそびが

展開されています。 

 

あそびはその時々でおわりを迎えます。発展的にちがうあそび

になったり、「1抜けた」と人数が減っていき自然と終わったり

…、大人の皆さんの時といっしょですね。 

 

 

 

 

がくどうクラブのこどもたちが 

５：００以降は生活しています。 

 

じどうかんの利用時間は１０:００～５：００です。 

小学生だったらどなたでも利用はできます。 

５：００以降は学童クラブに登録している子ども

たちの時間になります。 

 

じどうかんで クラブかつどう？ 

こどもたちの「やりたい」がカタチなったク

ラブをじどうかんでしています。 

★さんかしたい人は、せんせいや 

おともだちにきいてみてください。 

利用ができるのは６：００・６：３０までと申請時間に

よって異なりますが、保護者がお迎えにくるまで、 

じどうかんの中で過ごしています。 

学童クラブの登録申請については、表面にも記

載されています。登録・利用等のご相談の際は 

児童館までお問い合わせください。 

 

  

★100えんでおやつをかえます。 

かいたいひとは、じむしょでおやつ券
けん

を

もらい、おやつとこうかんしてね！ 

★おやつは、いくせいしつでたべてね。 

おやつをたべる あそぶを 

わけて せいかつできるようにしよう １２月１日には、七条第三児童館さんにオニムの練習試合をして

いただきました。子どもたちにとって、しげきになるしあいでし

た。ありがとうございました。 

ドミノができた！ 

こどもフラダンスクラブ 

とくようホームでのはっぴょう 

12月 13日と 20日に、練習し

てきたダンスを、特養ホーム

の入居者さんに見ていただき

ました。 

 

こうえんでもあそべます。 

修徳公園は地域の公園です。だれで

もあそべます。待ち合わせに児童館を

つかってもいいよ！ 

★こうえんであそぶときは、ほかにも

あそぶ子たちがいます。ばしょをゆず

りあってあそんでね！ 

「しゅくだいひろば」 

また月曜・水曜・金曜日は、大学

生のボランティアさんが宿題をい

っしょに見てくれる日もあります。 

 

こうえんあそび 

たっのしー！ 

おかわりあるかな？ 

 オニムじょうずだな… 

 
むずかしい… 

けどできるかも！ 

http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html
http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html

