
　新年あけまして、おめでとうございます。皆様方におかれましては、新しい年を迎えますますご清栄のことと存じます。
　昨年12月２日に、総選挙の告示がされて消費税の10％の増税は見送られました。この４月からの「子ども・子育て支
援新制度」は、消費税の改定が前提と言われていました。
　しかし、私たち大人は、将来を担う子ども達のために、児童館・学童保育所で安心安全の居場所づくりができるよう
力強く頑張っていきたいものです。　　　　　　公益社団法人 京都市児童館学童連盟 子育て支援統括監　谷内 博史
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こどもってどんなもの？？こどもってどんなもの？？

「子どもを共に育む京都市民憲章」をひろめましょう！「子どもを共に育む京都市民憲章」をひろめましょう！

　今回で最後になりますので「まとめ」をします。
　子どもは出生から思春期まで発達（発育）し続け、立つ・
歩く、そして「ママ・パパ」としゃべり、順に成長します。
活動範囲が広がり、運動力・思考力・知能も増しますが、
危険度の判断は経験がないためできません。しかし、新
しいことはしたいという好奇心がいっぱいです。その結果、
事故が発生します。発達と事故は表裏一体です。当館で「子
どもの事故のチェックリスト」を作り来館者に配布して、
各家庭の事故対応はどの程度か試してもらっています。
加齢とともに行動範囲が広がり、事故の数が増え、怪我
の程度もひどくなります。危険とどのようにバランスを
取るかが親の役割だと思います。危険なことは避けるか、
対応を徐々に教えるかです。「躾」と同じで繰り返し教え
ることです。出生から発達に伴って起こりやすい事故を
知って対応を考えてみましょう。チェックリストの内容
を以下に示しました。ぜひ、京（みやこ）あんしんこど
も館に見学に来て「チェックリスト」をもらってください。

１【転倒・転落】（乳児期～学童期）
•ベビーベッドは柵をし、柵を乗り越える月齢では床を
下げる。
•大人のベッドやソファーに寝かせると転落しやすいの
で目をはなさない。
•階段には上下ともにベビーゲートを取りつける。
•ベランダには一人で出さない。
•柵の前に踏み台になる物を置かない。

２【誤飲】（乳幼児期）
•乳幼児は手に触れたものは、味・硬さに関係なくなん
でも口に入れるので、危険なものは手の届かない所へ。
•タバコ・電池・コイン・薬などは整理しておく。
•床に落ちている紙・ティッシュペーパー・ビニール、
ゴミ箱の中も注意する。

澤 田 　 淳センター長

京（みやこ）あんしんこども館
京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

（京都第二赤十字病院　名誉院長）
（京都府立医科大学　名誉教授）

～こどもについて一緒に考えてみませんか？～～こどもについて一緒に考えてみませんか？～

第４回 「まとめ」

　公益社団法人 京都市児童館学童連盟では、京都市において平成19年２月５日に制定された「子どもを共に
育む市民憲章」（愛称：京都はぐくみ憲章）を広め、子どもたちの健全育成や子育て支援を推進しています。
普及活動の一環として市民憲章の歌なども広めています。

「子どもを共に育む京都市民憲章」をひろめましょう！

　10月25日（土）梅小路公園にて「京都やんちゃフェスタ2014（第１部）」が開催
されました。
　今年は、京都市児童館学童連盟が社団法人から公益社団法人に認可を受けてから５
周年にあたる記念の年であり、多くのゆるキャラたちがかけつけてお祝いをしてくれ
ました。
　梅小路公園内すざくゆめ広場や市電ひろばが新設されたこともあり、大勢の方の来
場があり、各コーナーやステージも大盛況でした。

『For Children ／子どもたちのために』『For Children ／子どもたちのために』 ★歌／クッキーズ　　●作詞・作曲／須田あきら★歌／クッキーズ　　●作詞・作曲／須田あきら

子どもの元気なえがおが
いえじゅうを明るくして
幸せがろじにあふれる
まちじゅうがいぶきはじめる
おとなと子どもが手をとり
そんなくらしをつくろう
愛を心にたたえたら
時にはやさしくまたきびしく
ねがいはそっととどくはず
おもいはきっとかなうはず
京都からこの国から世界の果てまで

子どもを共に育もう京都市民憲章

子どもが夢をかたる日は
未来のとびらがひらく
希望のたねがめばえたら
やがてあしたはやって来る
あなたとわたしの支えは
ささやかなものだけれど
ちえと勇気をたずさえて
時にはいとしくまたりりしく
ねがいはそっととどくはず
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制作・著作／公益社団法人 京都市児童館学童連盟

　12月20日（土）みやこめっせ（京都市勧業会館）で「京都やんちゃフェスタ2014（第２部）」が開催され、京都
市児童館学童連盟のコーナーとして、ふうせんコーナーや、情報コーナーなどを出展し、親子で楽しめるステージも
行いました。
　「第23回 市民すこやかフェア2014」も同日に開催され、今年はラオスから京都市動物園へ子どものアジアゾウ４
頭が寄贈されたのを記念して、ゾウの絵画展示がありました。

爽やかな秋晴れのもと約47,000人の参加がありました！！爽やかな秋晴れのもと約47,000人の参加がありました！！

知っていますか？ ♪「子どもを共に育む市民憲章の歌」♪

「京都やんちゃフェスタ２０１４」（第2部）報告

３【溺水】（乳幼児期～学童期）
•トイレ・お風呂場の入り口には子どもの手の届かない
高い位置に鍵をつける。

•バケツや洗面器に水をためておかない。
•入浴中やビニールプールで遊ぶときは、目をはなさない。
•すべって転倒することが多く、細心の注意をはらう。

４【火傷】（乳幼児期）
•コップに入った熱い飲み物・炊飯器・ポット・オーブン
トースター・グリル・ストーブ・アイロンなどで火傷し
ないように危険なものに囲いをするなど工夫をする。

５【窒息】（乳幼児期～学童期）
•乳児期にはスタイ（涎かけ）･ビニール袋が窒息の原因
になりやすい。

•柔らかい布団・うつぶせ寝は止め、溢乳、ゲップを出
させる。

•電話線・電気コード・カーテン・ブラインドの紐など
首にまきつかないように気を付ける。

•ピーナッツやポップコーンは、子どもが大きくなるま
であたえない。

•あめ玉など口に入れて遊ばせない。
•スーパーボールは口に入れない。

６【指詰め】（幼児期）
•ドア・引き戸・戸棚・引き出し・車のドアなど指詰め
しないように工夫する。

７【その他】（乳児期～学童期）
•お箸・フォーク・歯ブラシなどは口にくわえて遊ばせない。
•チャイルドシートは後部座席に取り付けて正しく装着する。
•自転車に乗せるときはヘルメットを装着する。

まとめると、事故に関心をもつことです。

いつにゅう



少部数・低予算・短納期でも印刷を！の
ご要望にお応えできるお店

〒601-8441 京都市南区西九条南田町41（東寺南門前下ル一筋目東）
TEL（075）691-1624　FAX（075）661-0292　http://www.syobiprint.co.jp
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希望の家児童館

うたの・ひこばえ児童館

特色ある活動をされている児童館・
学童保育所を２つ紹介します。こんなん

　　やってます～
こんなん
　　やってます～
こんなん
　　やってます～

「高齢者の皆さんとともに」

「少年団活動」

「やすらぎの森のおしゃべり会」

子育てグループ「はぴママ」

　四季折々の自然豊かな伏見区日野の里で助産師の自宅を開放し、妊娠・出産・
育児・家族・身体のことなど何でも自由におしゃべりしていただけるサロンです。
平成６年から始め、今年で20周年を迎えました。助産師に相談したいことは助
産師に聞き、参加者同士でもお互いが話し手・聞き手となり、笑いあり、ときに
は涙あり、おしゃべりでリフレッシュ。お友だちづくりの場にもなっています。
おひとりでも、赤ちゃん・お子様連れでも、どなたでも歓迎します。駅からは少
し遠いですが、駐車スペースはありますので遠方からも来られています。毎月第
２金曜日午前10時から12時に開催しています。お休みする場合もありますので、
事前にお問合せ下さい。　　 　　　　　　　　　　　　　　　☎０９０－１１４１－９６１０　　助産師　木村 泰恵

　幼児クラブを修了したお母さんが中心となり、月に一度昼食作りやおやつ作り
を楽しんでいます。時には針でちくちくワッペン作りなどをして幼稚園グッズを
仕上げることもあります。お母さんたちが笑顔でハッピーな気持ちで過ごせば自
然に子どもたちの顔もほころびます。そんな気持ちから「はぴママ」の名前もつ
きました。みんなでわいわいがやがや分担しながらの調理はとっても楽しくて、
その傍らにいる子どもたちも何ができるのかワクワクしながら待っています。子
どもの食が細かったり、好き嫌いが多くて困っているお母さんも、子どもたちが
お友だちと一緒にニコニコ顔で、パクパク食べている姿に笑顔がこぼれます。食
を通して健康を考えたり子育ての悩みを相談し合ったり、気分すっきり明日への鋭気を養えるひと時です。
　詳しくは　村松児童館　☎０７５－７２２－５７０５　まで　　　　　　　　　　　　　　　　代表　小林 佐代子

京都市桃山東児童館　
学童クラブ児童
紙粘土工作「ぼくのわたしの好きなもの」
夏休み３日間かけて、じっくり取り組んだ
個性的な力作です。

福西児童館
本田 美夕　３年生
きりえ「クリスマスツリー」
折紙で色をつけたらとてもきれいに
なったのでうれしかったです。

ふかくさ輝っず児童館
小椋 紅莉　３年生
エコ工作「紙コップけん玉」
カットした模様をきれいに並べて
貼ったり、お友だちと楽しく
作りました。

　学童クラブは、両親の共働きなどで昼間留守家庭
になる家庭の放課後の子どもたちの生活の場として
雰囲気を大切に活動しています。
　学童クラブ登録申請の書類配布が各児童館・学童
保育所で始まりました。
　学童クラブは登録制で、申請が必要です。なお、
申込み受付は２月からとなります。
　詳しくは、登録を希望される児童館・学童保育所
へお問い合わせください。

　　　　※お近くの児童館は、HPよりご確認いただけます。

学童クラブの登録申請について

と　き
ところ

平成27年２月１日（日） 午後1時30分～
京都こども文化会館 エンゼルハウス（上京区一条七本松西入）
平成27年２月１日（日） 午後1時30分～
京都こども文化会館 エンゼルハウス（上京区一条七本松西入）

主催・お問い合わせ

申込みは平成27年1月17日（土）必着

後援：京都市／京都府

公益社団法人 京都市児童館学童連盟
TEL 075-256-0280

　希望の家児童館では、異世代交流を積極的に行っています。特に、高齢者の皆さん
と交流する機会が多いのは、希望の家が高齢者事業も行っていることや、法人内の他
の施設に老人デイサービス等があるからです。子どもたちが店員になる「喫茶ロディ」
では、ジュースや手作りケーキで地域の皆さんをおもてなしします。パン作りやうど
ん作りの企画では、参加者と一緒に作り上げていきます。高齢者の方のお誕生日カー
ド作りは恒例になっていますし、敬老会や地域の皆さんと楽しむクリスマス会では、
歌やダンスを披露して盛り上げます。
　写真は、高齢者のお誕生会に参加したときのもので、子どもたちの手作りケーキを
一緒にいただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　前川 修

　昨年秋に、少年団小学生会・中高生会合同キャンプを１泊２日で行いました。
中学生、高校生で組織する中高生会において高校生リーダーを中心に５月から計画を
始め、小学４・５・６年生で組織する小学生会の団会(少年団会議)に順番に出席して、
小学生の意見集約、準備や役割の分担を伝え合同で作り上げました。
　当日は、小学生企画・中高生企画の遊びを満喫し、薪を使ったご飯作りに汗を流し
たり、保護者も参加したキャンプファイヤーで大笑いしたりもしました。そんな和や
かな雰囲気の中でも、就寝前のミーティングではみんなで真剣に反省会を行いました。
思春期の階段を上る子どもたちが、協力することの難しさ、互いの違いを受け入れ認
め合うことの大切さを知り、学年・学校・性別を越えて深くつながることができた貴
重な場となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　森 江利香

京都市境谷児童館　木村 真央　３年生
敬老の日のプレゼント「染め紙ときり絵」
染め紙はいろいろな模様ができて楽しかったです。
きり絵は細かくむずかしかったが上手にできました。
プレゼントはとても喜ばれました。

パッコロリン ミニステージショー
クッキーズのお姉さんたちによるファミリーミュージカル

～ドロシーと笑顔の魔法～

ＨＰ「京都市の児童館」
http://www.kyo-yancha.ne.jp/

お ぐら あか り
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「子育てサークル」をご存知ですか？ 子育て中の親が自主的に集まり、育児の
楽しみや悩みを話し合ったり、遊んだり、さまざまな活動をするサークルです。
京都市内でもたくさんのグループが活動し、ネットワークを広げています。
幅広い活動をされている「京都子育てネットワーク」から１グループ、
児童館を活動の拠点にされている１グループの２グループを紹介いた
します。

　京都市の児童館では、地域の子育て機能の充実を図ることを目的に子育てサークル等の育成や活動の支援をおこなっています。
※詳しくはお近くの児童館にお問い合わせください。

理事長　藤本 明美
連 絡 先：070-5435-9307　　URL：http://www.geocities.jp/kk_net1997/
活動内容：子育てグループの交流会や相談、講師派遣などトータルサポート、ファシリテーターの人材養成　など

NPO法人京都子育てネットワークから紹介！NPO法人京都子育てネットワークから紹介！

京都市の児童館で活動中のグループから紹介！京都市の児童館で活動中のグループから紹介！

親 子 ニ コ ニ コ 笑 顔 い っ ぱ いで親 子 ニ コ ニ コ 笑 顔 い っ ぱ いで


