
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

【じゆうらいかん】 

だれでもあそべます。 

2020年 

207 号 

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。 

 

セルフカフェやってます 
１００円でおかわり自由、お菓子つき 

電子レンジ・お湯 

あります。 

AED あります。 
事務室にあります。 

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。 

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。） 

修徳児童館のめーる便 

 臨時休館、取組の中止・変更など大切な 

 お知らせをメールで配信します。登録の 

 ご案内は職員または玄関のチラシをご覧 

 ください。 

月 火 水 木 金 土 

◇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 

  年間登録、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 

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     土曜日親子のひろば。 

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  ０歳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     １～３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 

★キッズプログラミング ４年生～中学生 

              

 

 

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 5:00、中高生は 6:30 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。 

3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29 

1 

あそべ MONDAY 

しゅくだい 

てくてくクラブ 

ぴょんぴょんクラブ 

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 

ころころクラブ 

（せんだんホール） 

こどもフラ 
オニム部 

あそべ MONDAY 

つくルーム 

しゅくだい 
【おやすみ】 

建国記念の日 

ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだい 

こどもフラ 

オニム部 

ヨガサークル うきうきクラブ 

あおぞらだがしや 

あそべ MONDAY 

つくルーム 

さるまわし 3:30～ 

しゅくだい 

てくてくクラブ 
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 

キッズプログラミング 

ベビーマッサージ& 

マタニティフォト 

こどもフラ 

将棋のひろば オニム部 

親子で始める虫歯予防 

修徳カレーの日 

【おやすみ】 

振替休日 

フラダンスサークル 11～ 

ぴょんぴょんクラブ 

フラフィットネス 10～ ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだい 

こどもフラ 

かみしばい オニム部 

ヨガサークル うきうきクラブ えがおラブレター展 

製作カフェ 

2020年度 乳幼児親子の取組オリエンテーション 

 ３月４日（水）10:30～11:30 ゆうぎ室 
取組全般のご案内、クラブ等の新規登録を受け付けます。 

この日ちびっこらんどはお休みになります。 

梅小路公園であそぼ 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

梅小路公園であそぼ 

ママのだいじなカラダのお話 

２月５日（水）10:30～11:30 

場所：梅小路公園みどりの館 

講師：畑山博氏（足立病院理事長） 

子宮頸がん、乳がん、不妊についてなど 

子育て講座 

親子ではじめる虫歯予防 

２月２０日（木）10:30～11:50 

場所：修徳児童館ゆうぎ室 

講師：山形美紀氏（歯科衛生士） 

対象：就学前の乳幼児と保護者 

定員：１５組 参加費：無料 

持ち物：普段使用している歯ブラシ 

 

歯みがきのイヤイヤ、虫歯にならないために

は、などお口のケアで困っていることはありま

せんか？歯科衛生士さんが虫歯予防についての

お話や実際に口の中のチェックもしれくれま

す。定員になり次第受付は終了します。 

３月の予告 
◆地震

じ し ん

について 考
かんが

える日
ひ

◆ 

あおぞらだがしや＆松原通
まつばらみち

の駅
えき

 
３月１４日（土）2:00～3:00 修徳公園 

写真展・販売 
3/9（月）～3/28（土） 

2019年 8月～2020年 1月分 
上記期間の写真展示と販売を行い

ます。Ｌ版５０円、２Ｌ１００円 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

みんなでつくる 

えがおラブレター展 

製作カフェ 

２月２９日（土）10:30～12:00 

場所：せんだんホール 

講師：笑顔写真家えがお先生 

協力：ヨコシマ珈琲 

２０１９年度カメラを使った活動に取り組んで

きました。その写真を２０２０年春、えがおラブ

レター展として展示する予定です。 

この日は活動に参加してくれたメンバーを中心

に製作を行います。えがおラブレター展のご案内

は後日お知らせいたします。 

実習生さんがきます。 
 ２月１７日（月）～３月２日（月） 
京都華頂大学から２名の実習生さんがきます。 

ここはみんなの食卓 

修徳カレーの日 
【毎月第３金曜日】 

２月２１日（金） 

5:30～7:00 

（5:30いただきます） 
じどうかんゆうぎしつ 

事前に申し込み

が必要です。 

先着順。年齢は

問いません。 

１食２００円・

ハーフ１００円 

阿蘇さるまわし公演 

さるまわし 

２月１７日（月） 

3:30～4:30 

場所：せんだんホール 

演者：しおたろう（芸猿）令二
れ い じ

コンビ 

（周防猿まわしの会） 

熊本
くまもと

地震
じ し ん

で被災
ひ さ い

された

阿蘇
あ そ

さるまわし劇場
げきじょう

の

復興
ふっこう

支援
し え ん

に全国
ぜんこく

各地
か く ち

で

活動
かつどう

されています。 

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


 

 

はじめはかんたんなあそびから、だんだんうごきのバリエーションも増え、気がつけばいろんなあそびを 

楽しんでいました。今回こどもたちと一緒に遊びましたが、おとなの人たちも時には「こどもみたいに」あそぶこ

とも大事だなと感じました。普段は子どもを楽しませたり、安全にすごせるよう見守ったりしていますが、いっし

ょに遊ぶことで子どもたちに伝わることもあるのだなぁ・・・と感じました。みなさんはどんなふうに子どもたち

と遊んでいますか？ 

こどももおとなもみーんな、じどうかんであそぼ！  

   いっしょにあそんだこどもたち、ご参加くださった大人の皆さん、渡邉先生ありがとうございました！   

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 

 

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、 

0 歳の乳児さんが集うころころクラブでは、みんな輪にな

って写真を撮りました。２０２０年の１回目のクラブにぴ

ったりな、笑顔があふれるクラブになりました。 

コロンと寝転がっている赤ちゃんたちはとてもかわいらし

いです。 

ころころクラブ  毎月第一木曜日 10:30～11:30ごろ  

０さい～１さいになるくらいの子たちがあそびにきています。 

 

 
火曜日に実施しているてくてくクラブ・ぴょんぴょんクラブで

は正月あそびというとことで、コマ回しをしたり、絵馬に願い

事をかいたり、ビニール袋の凧揚げをして遊びました。 

てくてくクラブ・ぴょんぴょんクラブ 

（隔週火曜日 10:30～11:30ごろ） 

対象年齢：0歳・1歳  会費：年間 1000円 

おとなといっしょにあそんでいます！ 

ボランティアの菅さんが、紙芝居を子どもたちにきかせてくれて

います。12月の回では、小学生の子どもたちが一緒に読みたい

ということで、読みあわせをして配役を決めて読みました。大人

の方と一緒にすることで子どもたちには安心感があり、菅さんも

楽しそうに紙芝居を読んでおられました。 

★菅さんのかみしばいは、毎月第 4木曜日の 

3:00頃に実施しています。 

正月あそびなど、あそびを通じて子どもたちや 

親子がつどうにぎやかな児童館になりました。 

 

学童クラブの子どもたちを連れて、

近くの公園へお出かけをしました。 

黒田先生の実験教室で、今回は夜空

の星座について教わりました。 

乳幼児親子向け事業等のオリエンテーションを実施します。 

ちょっと児童館へいってみたいなと思っている方にオススメです！ 
3 月 4 日（水） 

乳幼児親子向けオリエンテーショ

ン 

じむしょでかしだしをしています。 

あそびにきてね！ 

じどうかんに 

あたらしいおもちゃがはいりました！ 

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

