
活動名 実施回数

乳幼児 中高生 大人 合計

自由来館児童学童クラブ児童 自由来館 学童クラブ 中高生 大学生 大人

(2）あそびクラブ 4 110 110 集団遊びの紹介や工作

オニム教室 2 30 10 40 オニムを主に1年生に指導・練習

卓球道場 53 18 10 81

七夕の集い 1 85 18 103 七夕にちなんだシアターやゲーム大会

WEBやんちゃ 1 5 6 5 16

ハロウィン仮装大会 1 62 12 74

クリスマス会 1 1 12 53 36 15 12 129 人形劇鑑賞やビンゴゲーム

クリスマス会
ステージ発表練習

7 28 42 49 0 42 0 161 小学生によるステージ発表の練習

大掃除 1 62 18 80 伝統行事である1年の締めくくりの大掃除

お正月あそび 1 56 18 74 百人一首や福笑いをし楽しむ

節分の集い 1 70 11 81 伝統行事の節分の豆まきを楽しむ

避難・防災訓練 8 2 524 127 653 火事・地震・浸水などを想定した避難訓練

卓球クラブ 7 13 9 52 12 86 卓球を通して、心身ともに成長を促す

つるべえのかたるべえ 8   555 0 141 696 非常勤職員鶴先生による素話　帰りの会の前に実施

工作 3 109 22 131

こにっちの工作クラブ 8 　 　 36 10 13 　 59 非常勤職員小西先生による工作クラブ

ボールクラブ 16 35 323 92 44 494

(4)ガーデニングクラブ 随時 327 32 359 庭の花壇で、花や野菜を育てる体験

高学年クラブ 随時 140 140 高学年の居場所作りとし、活動

ポージングクラブ 随時 112 129 241 ハロウィンの仮装に向けて工作をする

70 29 109 2631 213 954 0 12 0 0 0 4018

ボランティア

参加人数

〈様式１０－１（１）〉

令和３年度　児童館事業年間活動報告書　　　京都市住吉児童館

小１～３年 小４～６年 内容 成果と課題

・今年度も卓球クラブや工作クラブ、ガー
デニングクラブを行った。子ども達自身が
興味を持ち積極的に参加することによっ
て、心身ともに成長が出来る様にクラブ
活動をそれぞれ行った。次年度もどのク
ラブも継続して活動をするので、引き続き
子ども達が主体的に楽しみながら行える
ようにしたい。

・卓球クラブでは、技術の向上を通して自
信をつけることが出来た。

・工作クラブでは、季節ごとの工作を作っ
た。工作を楽しみにしている子たちは、試
作品の掲示があると、興味津々に見てい
る。完成するまでに時間はかかるが、達
成感を得ることができている。

・ガーデニングクラブでは、子ども達自身
が当番なども決め、年間を通して野菜を
育てて収穫し、食することが出来た。また
ボランティアの方のご協力の下、今まで
収穫していなかった野菜なども植え、子ど
も達と一緒に活動をしてもらえた。

・ボールクラブは週1回、公園で思いっき
りドッジボールを実施、子どもたちの遊び
の幅が広がったと実感できた。

・今年度より、高学年クラブを発足。高学
年の居場所作りとし、職員の手伝いが主
な活動内容で、子どもたちのリーダーをし
て活動してくれた。保護者の協力も得るこ
とができ、活動を進めることができた。

・今年度もクリスマス会の案内を住吉小
学校全校児童にチラシを配布し、普段児
童館を利用しない子の参加につながっ
た。

子
ど
も
育
成
機
能

基
本
活
動



〈様式１０－１（２）〉

活動名 実施回数

乳幼児 中高生 大人 合計

自由来館児童学童クラブ児童 自由来館 学童クラブ 中高生 大学生 大人

(5）地域間交流活動

（６）障害のある
　　　　児童の来館

随時

（７）５時以降利用者 毎日 18 32 0 394 0 477 11 932

小学生ランチタイム 土曜日 3 3 6
小学生が昼食を持参し、学童クラブ児童とラ
ンチタイムを楽しむ　毎月土曜日に実施

　助産師学校訪問 1 3 3
中高生と助産師学校を訪問　命の誕生や赤
ちゃん,妊婦さんについて学ぶ

　中高生講座「赤ちゃん
との交流事業」

4 35 9 14 10 68 乳幼児親子と中高生のふれあいの場

　　合　　　　計 5 53 44 0 397 0 494 21 0 0 0 1009

　　合　　　　計 0 0 　

87 82 153 2631 610 954 494 33 0 0 0 5027子ども育成機能　合計

推
進
活
動

成果と課題

・卓球を目当てに５時以降の利用する高
学年や中学生が多く、職員が声をかけて
コニュニケーションをとるように心がけて
おり、そこから中高生と赤ちゃんとの交流
事業の参加に繋げていった。

・中高生と赤ちゃんとの交流事業には、
日々児童館を利用している中高生たちに
声を掛け、参加を促していった。

・今年度の中高生と赤ちゃんとの交流事
業に参加した中高生たちは、親から受け
ていた愛情を再確認し、体験出来るよう
なプログラムを取り入れた。参加をして頂
いたお母さんの協力も得て、中高生達は
赤ちゃんの可愛さに実際に触れ、育児の
楽しさや苦労した話を実際に聞き、親か
らいっぱいの愛情を受けて、今まで育て
てくれてたことを確認出来た。

・小学生のランチタイムを今年度も実施し
た。地域の子どもの福祉課題を探る目的
で始まった。小学校に掲示のお願いをし
ており学童クラブに登録している児童以
外にも少しずつ定着してきた。ただ、まだ
人数は少ないため、広報の場を広げ、実
施していきたい。

内容

参加人数

小１～３年 小４～６年 ボランティア

令和３年度　児童館事業年間活動報告書　　　京都市住吉児童館



活動名 実施回数

乳幼児 中高生 大人 合計
自由来館 学童クラブ 自由来館 学童クラブ 中高生 大学生 大人

（１）スキップクラブ〈幼児クラブ〉 20 359 1 7 329 696

スキップクラブ体験会 1 6 6 12

　　大きいほっぺくらぶ 　　〈乳児クラブ〉 　 196 4 186 386

小さいほっぺくらぶ 　〈乳児クラブ〉 　 128 0 4 128 260

ほっぺくらぶ体験会 2 12 9 21

　　子育てライブラリー 随時

　　子育て情報ボード 随時

 リユースデー 3 34 31 65

おもちゃ病院 2 6 1 　 1 1 9 13 31

ランチタイム 毎日 53 53 106

スタジオすみよし 1 25 8 7 27 67

 

（２）ハロウィンウォーク 1 85 23 13 121

中高生と赤ちゃんのふれあい 4 35 9 14 10 68

夏のお楽しみ会 1 48 49 8 22 42 3 3 175

すみよし焼いもデー 1 45 65 74 70 254

合　　　　計 82 911 10 15 8 1 29 898 0 0 48 1888

・「中高生と赤ちゃんのふれあい」では、ご協力いただ
いた乳児親子の方々には、趣旨を理解した上で参加
をしてくれたので、中高生達とも気軽に話が出来る雰
囲気を作っていただいた。ベビーカーを使ったお出掛
け（徒歩圏内）、離乳食作りはできなかったが、ベビー
フードを代用したりミルクを作ったりなど、中高生たち
が初めて体験する事で、色々なことを学んでほしいと
いう親身な気持ちを持って接してくださっていた。全て
のプログラム中、雰囲気もとても良く、中高生達も赤
ちゃんとのふれあい・お母さん達とのふれあいを楽し
んでいた。参加をする中高生を集めるのは苦労した
が、参加をした親子・中高生共に大変好評だった。次
年度は利用者を出来るだけ早く確保し、様々なプログ
ラムを行えるようにしていきたい。

・今年度も利用者を対象にしたアンケートを実施した。
各クラブや今年度行ってきたイベントなどについて、
様々な意見があった。アンケートの結果については真
摯に受け止め、利用者の方々が過ごしやすい・また利
用したいと思えるような、雰囲気作り・環境作りを行っ
ていきたい。

中高生と赤ちゃん、その保護者が年間を通じてふれあうプログ
ラム。

不要になったおもちゃや絵本をリユースする日

エコ活動の一環としてSＫＹおもちゃ病院の協力を得ておもちゃ
病院を開催
昼食をとったりコーヒーが飲める場所を提供
利用者のより深い交流の場を提供する

干支の着ぐるみを用いて、写真撮影を行う

ハロウィンの仮装をし、地域をめぐる。

・乳幼児クラブでは、今年度は乳児・幼児共に同じ主
担当が企画・運営を行った。内容については、それぞ
れの月齢や発達状況を捉えた企画を考え、利用者か
らのニーズに応えた企画もあった。乳児クラスは月齢
別に分けて、クラス運営を行う。乳児クラスは月齢差
が大きく、同じ部屋で過ごすことで様々な危険な要素
が増えるため、月齢別に分けることによって今までの
ような危険も減っていくことになる。利用者が過ごしや
すい空間を作れるように色々と工夫をしていきたい。

・今年度は利用者アンケートで実施してほしいと要望
が多かった、リトミックやハンドメイドサロン・ベビーマッ
サージなどはコロナのため自粛をした。託児を必要と
しない親子ふれあいヨガは、親子で楽しむ様子が見ら
れ、アンケートを見ても、内容も評判が良かったけれ
ども、やはり母親だけのリフレッシュヨガも行ってほし
いという声も多かった。

子
ど
も
家
庭
支
援
活
動

基
本
活
動

2歳以上のお子さんとそのお母さん対象
手遊び体操読み聞かせ、今日の遊びなど
3月に次年度に向けて体験会を実施　今年度はコロナで活動
休止期間が長かったため、７月も体験会を実施
１歳から２歳のお子さんとそのお母さん対象
手遊び体操読み聞かせ、今日の遊びなど
０歳から１歳のお子さんとそのお母さん対象
手遊び体操読み聞かせ、今日の遊びなど
3月に次年度に向けて体験会を実施　今年度はコロナで活動
休止期間が長かったため、７月も体験会を実施
子育てに関する本、雑誌の貸し出し

イベントのポスター掲示や子育て情報、
育児用品のリサイクル情報などの掲示を行う

〈様式１０－２（１）〉

令和２年度　児童館事業年間活動報告書　　　京都市住吉児童館

参加人数 内容 成果と課題
小１～３年 小４～６年 ボランティア



件数 件数 件数 件数

児童相談所

　家庭養育問題 保健所

　成長･発達問題 はぐくみ室

　教育問題 幼稚園･保育園

　非行・問題行動 小学校

　その他 中学校

特別支援学校

 その他

0 0 0

育成･支援内容 成果と課題

(5)子育てと健全育成
に関する啓発活動

推
進
活
動

　育成･支援する活動
活動名 実施回数 活動内容 成果と課題

〔　保育園探し・子どもの預け先について　〕
〔　母子福祉センター　〕

件数　計

(4)子育てグループを
グループ名 構成人数 活動内容

　小４～6年(自由来館） 　主任児童委員

　中学生 　その他

　高校生
〔　　　　　藤森小学校　　　藤森中学校　　　　　　　　　　〕

　健全育成問題

　幼児 　児童相談所

　小１～3年(自由来館） 　保健所

　小１～4年(学童）   はぐくみ室

〈様式１０－２（２）〉

令和3年度　児童館事業年間活動報告書　　　京都市住吉児童館

子
ど
も
家
庭
支
援
活
動

基
本
活
活
動

(3)子育て家庭相談･援助活
動

子どもの年齢 受理及び相談経路 相談内容

　乳児 　児童館にて直接受理



乳幼児 中高生 大人 合計

ハロウィンウォー
ク

1 85 36 121

・少年補導委員会住吉支部・民生児童委員
･主任児童委員･女性会
･住吉母子寡婦福祉会･伏見交通安全推進
委員会・母親クラブ（人形劇サークル）
・学童クラブ保護者と児童館の会（ＰＪＡ）・ボ
ランティアスタッフ

「みんなおいで
いっしょにあそぼ」

4 56 56
近隣の児童館・近隣の保育園・地域の民生
児童委員協議会・子ども支援センター

　　 合　　計 5 85 0 0 0 0 0 92 177

中高生 大学生 大人 その他 合計

103  103

日常活動のボランティア参加 15 15

（クラブ、及び行事のボランティア参加を含む）

合計 0 0 118 0 118

伏見住吉小学校
藤ノ森小学校

住吉女性会
住吉交通安全推
進委員会住吉民生児童委
員会

伏見住吉少年補導委員会住吉支部

住吉学区自治会連合会･伏見住吉小学校
PTA･伏見中学校･伏見住吉幼稚園･住吉保
育園･住吉西保育園･公園愛護協力会・自
治防災会･住吉消防分団･保護司会

母親クラブ内サークル    人形劇「おさるのかごや」 ・人形劇サークル「おさるのかごや」は、昨年度に比べ、活動回数や公演回数も少なかったが、精力的に活動されて
いた。
・龍谷大学の野外活動部は、今年度、行事やイベントが軒並み中止となったため、来てもらえる機会が無かった。
・今年度は龍谷大学以外の大学生ボランティアを多く呼び込めなかった。来年度は大学の他団体のボランティアとも
今後つながっていけるよう広報等に力を入れていきたい。

(3)地域との連携を
促進する活動

連携団体等 連携内容 成果と課題

地域の各団体へは毎月、児童館のお便りを配布。活動内容
をお知らせしている。また、館の行事に応じて各団体に活動
への協力をお願いしている。（例：夏祭り、交流会など）小学校
とは日頃より関係を密にし問題にともに取り組めるように心が
けている。また、学童クラブと自由来館児についての情報交
換会議（連絡協議会）を定期的に行なっている。

日頃の連携により、地域の諸団体の児童館への理解は深く、大変協力的である。
近隣の中学校では児童館の認知度がある程度上がってきている印象で、夕方からの利用も増えて
きている。来年度以降も地域の伏見中学校と連携をすすめていきたい。
また、近隣の保育園、幼稚園との情報交換をすすめるため、ネットワーク会議の開催を企画してい
かなければと考えている。

(2)ボランティア活動
の推進

活動内容
活動人数

成果と課題小１～3年
自由来館学童ク

ラブ

小４～6年
自由来館学童クラ

ブ

京都市住吉児童館

・コロナ禍で乳幼児親子さんが参加できるイベントが制
限されたが、ハロウィンウォークは実施ができた。今年度
も地域の方が協力的に参加して下さり、地域の方と乳幼
児親子が交流できる機会となっている。昨年度に引き続
き、今年度も住吉児童館運営協力委員会さんの協力の
下、地域の幼稚園さんと乳幼児親子さんの交流も実現
できた。今年度は天気も良く、住吉公園と幼稚園の往復
をし実施した。移動距離は短く、乳幼児親子さんと地域
の方との交流の時間がゆっくり取れ、好評だった。

・今年度は、コロナのため、夏まつりは開催出来ず地域
の方に参加して頂けず、児童館と地域とが交流できるイ
ベントが少なかった。
次年度は、いろいろな対策を講じながら、実施できれば
と思う。

実行委員会

〈様式10－3〉
令和3年度児童館活動報告書　　　京都市住吉児童館

基
本
活
動

(1)地域住民との交流を
促進する活動

活動名
実施
回数 主催

参加人数

連携団体



会議／取組頻度 議題／取組内容 成果と課題

成果と課題

会議

会議準備、会議

乳幼児親子の昼食、おもちゃ病院

子育て情報ボード

調査名 調査目的 調査対象 調査主体 調査方法

子育て講座等アンケート
活動の充実を図るため.
子育て家庭のニーズを知
る

参加者 児童館 記述式アンケート

児童館利用実態調査
利用実態を知るとともに
ニーズを探る 乳幼児親子 　〃 　〃

（6）地域調査
活動

成果と課題

・毎年行っているアンケートで、昨年度要望があった講座を全て
はできなかったがコロナ対策をしながら開催した。それぞれの講
座の振り返りアンケートでは、託児はなくとも好評の声が多かっ
た。次年度も継続的に同様の講座を開催し、利用者の要望に
沿った活動をしていく。

・児童館利用実態調査の結果を乳幼児親子向け、学童クラブ向
けにそれぞれ書面にまとめ、お知らせした。

児童館B組・図書室･印刷機 住吉少年補導委員会

児童館図書室・学童Ｂ組 SKYおもちゃ病院

地域の子育てに関する情報、
イベント情報、クラブ員募集、
育児用品リサイクル情報

乳幼児クラブ登録者・自由来館乳幼児親
子など

児童館の年間の
取り組みについて

日常的に児童館の活動に協力して頂いて
いる

推
進
活
動

（5）地域への
施設提供

会場提供･備品貸出等 使用目的 提携先（団体･機関等）

児童館学童A組 住吉民生児童委員
・コーヒーサービスの利用と、ランチタイム
で乳幼児親子が部屋を使用できるよう開
放している。乳幼児クラブ終了後に遊戯室
をそのままランチルームとして利用される
ことが多く、お母さん方や子どもたちが交
流できる場として定着している。安心・安全
にコーヒーサービスを利用できるよう努め
ている。ランチと遊ぶ部屋を同じにすること
で、子どもたちが目の届く範囲にいるため
利用しやすいという声があった。今後も利
用者の声に耳を傾け、ニーズに合った環
境づくりをしていきたい。（今年度は感染症
対策とし、実施していない時もあった。）

〈様式10－４〉

令和3年度児童館活動報告書　　　京都市住吉児童館

地
域
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（4）児童館を
支える地域
組織作り

組織名称 構成団体･個人

住吉児童館地域運営協力会
少年補導委員会支部長

主任児童委員
女性会会長

年１回



広報物の種類 発行頻度 広報対象 広報方法 広報内容 成果と課題

■児童館ニュース ■月１回
■児童館を利用する児童や
　保護者，地域住民，関係機関

児童館にてお便りコーナー設
置
地域関係機関・団体へ配布
京都市児童館学童連盟のホー
ムページの活用

■毎月の児童館の予定

■乳幼児インフォメーションBoX■月１回
■児童館を利用する乳幼児親子
や地域に住む乳幼児親子

児童館にてお便りコーナー設
置
保健所・幼稚園へ配布
京都市児童館学童連盟のホー
ムページの活用

■毎月の児童館で行う乳幼児親子向け
行事
　 の予定

■学童だより ■月１ 回
■学童クラブ登録児の保護者，
　小学校，関係機関

■毎月の学童クラブの行事予定、
　 及び行事参加の出欠

■スキップクラブ
（幼児クラブ）だより

■月１回
■幼児クラブ登録児の保護者，
　関係機関

■毎月の幼児クラブの取り組み予定や、
　 持ち物のお知らせ、
　 親子参加行事の案内

■ほっぺくらぶ
（乳児クラブ）だより

■月１回
■乳児クラブ登録児の保護者，
　関係機関

■毎月の乳児クラブの取り組み予定や、
　 持ち物のお知らせ、
　 親子参加行事の案内

■その他　行事毎に
　 ポスター･チラシ作成

■随時

■地域
(フリーマーケット・乳幼児対象イ
ベント・小学生参加対象イベント
中高生対象イベントなど）

広報物によって変更
保健所・子ども支援センター・
地域情報誌・新聞折込・公園で
配布
京都市児童館学童連盟のホー
ムページの活用

■行事の案内

■伏見子ども支援センター
発行の情報誌への記載依頼

■毎月
■伏見区本所地域の乳幼児保
護者

保健センター、伏見区内の幼
稚園、保育園、児童館で配架、
配布

■毎月の乳幼児親子を対象にした行事
の
 　紹介
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∇お便りを関係機関へ配布することで活動内容
を知って頂き、児童館への理解を深めてもらって
いる。今年度はクリスマス会開催のチラシを小学
校で全徒配布してもらうことで、今まで児童館を
知らず利用していなかった子どもが行事などに参
加する様子が見られた。またその後の自由来館
も増え、児童館が地域住民の居場所となってい
る。

∇日頃より保健センター・子ども支援センターと
の連携を心掛けていることで児童館の行事を広
報物を通して紹介して頂ける。
保健センターで情報を得たり、支援センターが発
行しているふしみっこを見て来館する乳幼児親子
さんも多い。

∇有料指定ごみ袋配布時にも乳幼児向け親子
参加行事の案内や乳幼児クラブの案内を児童館
紹介パンフレットと同時配布している。このときに
児童館に初めて来館した方が多いので、広報活
動として有効である。案内することで乳幼児クラ
ブを知ってもらえ、その後の参加が見込めた。
　
▽各広報物については，小学校や伏見区役所、
近隣の幼稚園などに掲示をお願いしている。元
乳児クラブ、幼児クラブの方を中心に、児童館の
夏祭りやフリーマーケットなど多数の参加につな
がっている。
 
▽ネットで地域の情報を得ているお母さんも多
い。児童館のホームページを活用することに重
点を置き広報活動をしている。利用者からのアン
ケートからホームページを見て参加したという声
も聞けたので、これからも変わらず活用していき
たい。また今まで載せていなかった各乳幼児クラ
ブだよりを令和３年度から掲載予定しており、乳
幼児の保護者のニーズに合わせて書面だけでな
く情報を得るツールとしてホームページを活用し
ていく。

各クラブ員へ配布
また、関係機関へ持参


