
 

  

しゅうとくじどうかんだより 

No.217 

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。 

月 火 水 木 金 土 

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。） 
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ちびっこらんど 

10:30～13:00 

タッキュー部 
こどもフラ（1～3 年） 

オニム部 

【おやすみ】 

せいじんのひ 

ちびっこらんど 

10:30～13:00 

タッキュー部 
こどもフラ（4～6 年） 

オニム部 

ころころクラブ チョコちゃん 

 

パパぱーく特別編 

プレイス 
助産師さん 

ママパパ教室など 

 

16 日 or23 日で 

調整中でｆ。 

決まり次第ＨＰ等

でお知らせします 

 

裏面も 

みてください。 

2021.1 

Welcome 
うぇるかむ 

あそべ MONDAY 

10:30～13:00 

てくてくクラブ 

タッキュー部 

プログラミング 

HOP STEP TOWN 

おとなの英会話 

ベビーマッサージ 

オニム部 将棋のひろば 

こどもフラ（1～3 年） 

ヨガサークル 

うきうきクラブ 

あそべ MONDAY 

10:30～13:00 
フラサークル・ 

フラフィットネス 

ぴょんぴょんクラブ 

タッキュー部 

ちびっこらんど 

10:30～13:00 

こどもフラ（4～6 年） 

オニム部 

ヨガサークル 

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。 

児童館
じどうかん

へまだ来
き

たことがない人
ひと

、大歓迎
だいかんげい

です。 

うらめんの「はじめての方へ」をみてください。 

HAPPY NEW YEAR! 
新年もよろしくおねがいいたします。 

下京区・南区の１７児童館と１学童保育所の写真展をイオン 

モール KYOTO１階にて行います。ぜひご覧になってください！   



 

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。 

来館時は利用者カードの 

記入をお願いします。 
（初来館時は利用シート提出） 

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。 

Twitter 

@shutokujidoukan 

Instagram 

@shutoku_jidoukan_kyoto 

ホームページ 

https://shutokujidoukan

.amebaownd.com 

（社福）京都福祉サービス協会 

京都市修徳児童館 

〒600-8449 

京都市下京区新町通松原下る富永町 110-1 

TEL 075-353-6399 FAX 075-371-2022 

MAIL shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

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。登録は QR コー

ドまたは玄関のチラシをご覧ください。 

はじめての方へ 
Welcome to Jidou-can 

●１回目
か い め

のみ 

「利用
り よ う

シート」をだしてください。 

＊こどもだけで きたときは もちかえって 

 つぎくるときに だしてね 

＊小学生
しょうがくせい

以上
いじょう

は子
こ

どもだけで利用
り よ う

できます 

●毎回
まいかい

 

 ①消毒
しょうどく

、受付
うけつけ

で利用者
りようしゃ

カードを記入
きにゅう

 

 ②体温
たいおん

をはかる 

 ③手洗
て あ ら

い 

マスク着用
ちゃくよう

もご 協 力
きょうりょく

おねがいします。 

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     土曜日親子のひろば。 

乳幼児さん登録または申込制 

＊プレイス      プレママ・パパの居場所 

★ベビーマッサージ  マタニティさん＆０歳 

★マタニティフォト  かんたんなペイントもできます 

★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 

             

◇申込なし ◆申込・参加費あり ★登録制   シュートクカフェ ■学童クラブ取組 

パンフレット 

はじめてのひとは「インフォメ

ーション」をみてください。 

パパぱーく特別編プレイス 
1.16 or 23.sat.10:30～11:30【調整中】 

はじめてパパママ Welcome! 
（もちろん２人目以降の方も） 

出産・子育てのＱ＆Ａ、助産師さんのおはなしなど

プレパパママの居場所「プレイス」。今回はパパさん

メインのワーク、エピソードトークも。 

お気軽にお問い合わせください。 
（当日参加可ですが可能な限り申込をお願いします） 

本年もありがとうございました。 

世界中が予期せぬ出来事に見舞われ、子どもたちの

日常にも大きな影響を及ぼしています。 

２０２０年はいつも通りいかないことだらけの中

で、地域の中の児童館としてできることを模索し、新

たなチャレンジを始めた年でもありました。 

たくさんの対策や注意をしながらですが、子どもた

ちは互いに関わり合いながら、日々成長を続けていま

す。こんな時だからこそ、「子どもは希望」だと深く感

じています。 

２０２１年は明るい朝がやってきますように・・・ 

新年もよろしくお願いします。 

館長 木戸 玲子 

２０２１年度 学童クラブ登録申請について 

今回より申請書のダウンロード（京都市ＨＰ）、申請書の郵送受付、申請

書の受付が１月４日～可となっています。ただし、修徳児童館では混雑緩

和、子どものスムーズな利用や保護者との連携の観点から以下の流れで受

付を実施しますので、よろしくお願いいたします。 

【２０２１年４月登録希望の場合】 

１ 申請書入手 

   新規：児童館にて直接受取 / 京都市ＨＰよりダウンロード 

   継続：継続登録希望家庭に郵送 

２ 申請書提出（Ａ）と面談（Ｂ） 

  （Ａ）提出可能期間 １月４日（月）～２月１３日（土） 

開館日時 月～土 10:00～18:30 

  （Ｂ）面談実施期間 １月２５日（月）～２月１３日（土） 

10:30～14:30 の間で 15 分程度【要予約：1 月 4 日より予約開始】 

 ＊申請書提出のみ先にしていただくことも可能ですが、面談予約を必ず

行ってください。面談は感染対策をした上で行います。 

＊面談時に申請書を提出していただくことは可能です（例年通り）。 

＊申請書の他に就労証明書や源泉徴収票などの添付書類が必要です。 

 書類が揃っていない場合、申請完了となりません。 

＊２月１３日（土）以降の受付分については４月登録ができません。 

３ 新規登録内定者説明会：３月１３日（土） 

  午前・午後の２部制を予定。詳細は登録内定者へ別途ご案内します。 


