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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。） 
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。 
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じどうかんだより 

No.220 

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。 

ＨＰ 

2021.4 

Welcome 
うぇるかむ 

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。 

【おやすみ】 

昭和の日 

タッキュー部 

あそべ MONDAY 

10:30～13:00 

タッキュー部 

HOP STEP TOWN 

おとなの英会話 

ベビーマッサージ 

オニム部 

こどもフラ（1～3 年） 

あそべ MONDAY 

10:30～13:00 

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 

募集しています。 

★キッズプログラミング（５～９月）：小学４年生～中学３年生 定員４名までです。 

★スタート０・１（乳幼児登録制）：０歳児・１歳児おやこ 裏面をご覧ください。 ★ころころクラブ（登録制）：０歳児おやこ 

こどもフラ（4～6 年） 

にじいろマルシェ 

 おめでとう会 

ヨガサークル 
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あそべ MONDAY 

【おやすみ】 
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あそべ MONDAY 

【おやすみ】 

ちびっこらんど 

【おやすみ】 

ちびっこらんど 

10:30～12:00 チョコちゃん 

【おやすみ】 

 

タッキュー部 

エアバスター導入しました 

オゾンによって新型コロナウィルスに有効

とのデータがあり、救急車にも搭載されて

います。 

ヨガサークル 

事前のめーる便登録と 

参加申込をお願いします。 
一輪車クラブ 

一輪車クラブ 

一輪車クラブ 

一輪車クラブ 

フラサークル 

フラフィットネス 

オニム部 

さくら祭（修徳公園） 



 

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。 

来館時はきましたカードの 

記入をお願いします。 
（初来館時は利用シート提出） 

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「きましたカード」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 

◇あそべ MONDAY     ０歳～就学前 毎月曜 

◇ちびっこらんど   ０歳～就学前 毎水曜 

◇パパぱーく     パパとちびっこのひろば 土曜 

◆チョコちゃん    子育て相談ひろば ３金曜 

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 

★スタートゼロ    ０歳児さん ３か月１クール 

★スタートワン    １歳児さん ３か月１クール 

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 

◇にじいろマルシェ   やってみたいことマルシェ 

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 

★一輪車クラブ   一輪車を楽しむクラブ 

             

◇申込なし ◆申込・参加費あり ★登録制   ■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。 

ごあいさつ 

４月から南区の塔南の園児童館で勤務することにな

りました。 

修徳児童館ははじめての人が気軽に来れるところ、

来ていた人が戻ってこられるところ。建物や取組が

あるだけではなく、来たことがない人のことも含め

て考える優しいスタッフがいます。 

児童館は利用する人や近隣の方と一緒に創っていく

ところでもあります。今後とも修徳児童館をよろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

塚本 雅明（つかもと まさあき） 

ＳＴＡＲＴ（スタート） 

ゼロ 

登録時に０歳 

【２・４火曜】 

10:30～11:30 

ワン 
登録時に１歳 

【２・４金曜】 

10:30～11:30 

前半の部 ５月～７月 

後半の部 ９月～１１月 

登録手続き 

前半の部：４月 

後半の部：８月より 

受付開始予定です。 

０歳児・１歳児 ～３か月１クール おやこの取組～ 

⇒２さい以上のおやこは…？ 
 

登録制の「スタート」というカタチではなくテーマを決めて遊ぶ日があります。 

基本は月１回、第 3(火)の予定です。Twitter、HP などでおしらせします。 

いつも児童館に遊びに来ていただいてありがとうご

ざいます。４月から午前中の勤務に変更になりまし

た。これからもプレママ・パパさんから乳幼児の親

子さんたちが気軽に参加できて、ほっこりできる居

場所づくりのお手伝いをさせていただきたいと思い

ます。子育て中の不安やイライラを１人で抱え込ま

ずに児童館へお話しに来てくださいね。よろしくお

願いします。 

中井 博美（なかい ひろみ） 

週２回だけでしたが２年間大変お世話になりまし

た。日に日に、気づいたら少しずつ大人になってい

く子どもたちにいつも勇気をもらっていました。 

４月からは西京区の川岡東児童館の先生になりま

す。また遊びにきた時には仲良くしてくれるとうれ

しいです。 

山口 直人（やまぐち なおと） 


