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『安心広げます』

あとがき
　卒業、入学、出会い、別れ、終わり、始まり。期待と不安が入り混じる春。だからこそ春は気持ちに「けじめ」をつける季節と言える
かもしれません。気持ちに「けじめ」をつけて新しい明日へ一歩を踏み出す季節にしたいものです。

健全育成・子育て支援統括監　國重 晴彦
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かもしれません。気持ちに「けじめ」をつけて新しい明日へ一歩を踏み出す季節にしたいものです。
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児童館・学童保育所　キッズステーション

子どもが まんなか 子育て
応援！

　ネット依存、不適切投稿、高額課金、出会い系被害…。
マスコミでは連日、子どもたちとインターネット問題
について報道されています。大阪府がこの４月から学
校への携帯電話持ち込みを解禁することもあり、社会
問題になりつつあります。今回から２回連続で、子ど
もたちとインターネットの問題について考えていきた
いと思います。

大阪府４月から携帯電話持ち込み「一部解除」へ
　２月18日、大阪府教育庁が「小中学校における携
帯電話の取扱いに関するガイドライン（素案）」を発
表しました。昨年の大阪北部地震が登校時間と重なり、
保護者の方がとても心配したことが背景にあるようで
す。まだ案の段階ではありますが、最終的に３月下旬
に市町村教育委員会を通して各学校に伝わる予定にな
っています。この案のポイントは解禁時間と、保管方
法についてです。

① 解禁するのは登下校時
　解禁するのはあくまで登下校時です。その他は災害
時等、校長先生が認める等、特別な場合を除いて禁止
です。
② 携帯電話は各自がカバンで保管
　携帯電話持ち込みはあくまで災害時のためなので、
普段は基本的に各自がカバンで保管し、勝手に出すと
教員が取り上げ、指導した上で保護者に返却します。

以上の２点については、課題や不安がいろいろとあり
ます。まず登下校時の「歩きスマホ」。子どもたちだ
けで登下校する場合も多く、そこで事故に巻き込まれ
たら大変です。安全の観点からも何らかの対策が必要
となってきます。次に保管の問題です。盗難や破損が
心配されます。携帯電話は高価なものは10万円を超

えます。40人のクラスでは400万円、10クラスで
4,000万円です。学校はそういう高額なものを保管
する前提で運営されているわけではなく、体育の時間
等は数百円の南京錠で施錠されるだけです。さらに授
業中、携帯電話が気になって、こっそり見てしまう等、
あるかもしれません。

私たちはどう考えれば？
　先日、「今度小学校に入学予定の娘にどんなスマホ
を与えたら良いですか？」と大阪に住む保護者の方か
ら相談を受けました。よく聞くと、全員がスマホを持
っていかなければいけないと勘違いされていました。
これは全くの勘違いで、実は大阪でも何も決まってい
ません。３月下旬に最終的なガイドラインが市町村教
育委員会に示され、それを元に市町村教委と学校が対
応を決めます。府はあくまで「ガイドライン」を示す
だけで、最終判断は各市町村であり各学校です。大阪
府が素案を発表した翌日、文部科学大臣が記者会見で
「『携帯電話持ち込み禁止』の見直しを検討する」とコ
メントしました。大阪の状況次第では、他の自治体に
も波及してくる可能性が高く、近隣に住む京都の皆さ
んも大阪の動きに注目しておく必要があるのではな
いでしょうか。

子育てコラム　連載シリーズ
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兵庫県立大学　環境人間学部
准教授

竹内 和雄

こちらのQRコードから「京都市の児童館」
のページをご覧いただけます 京都市の児童館 検 索

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

遊びがいっぱい！　各地域で開催します！

５月に各地域で開催します！！５月に各地域で開催します！！

北・上京・中京区ブロック

つながれ　えがおのわ

工作コーナー（飛ばしてジェット・空気砲など）、トランポリ
ンやあそびのコーナー、乳幼児コーナー、体験コーナーのほか、
子どもたちの「ステージ発表」、ゆるキャラの登場など、盛り
だくさんの内容です。楽しい１日を過ごしてください！

5月25日（土）10時～15時
島津アリーナ京都（京都府立体育館）

左京・東山区ブロック

自然いっぱいの子どもの楽園が一日児童館に変身します。今年
のメインは段ボール迷路！工作や遊びのコーナーもたくさん！
広い公園で思いっきり遊びましょう。

共催：公益社団法人　京都市都市緑化協会　宝が池公園子どもの楽園

右京区ブロック

各児童館によるステージ発表、工作や遊び、乳幼児向けコーナー、
子育て相談や右京区内の関係機関・企業等によるコーナーを展
開します。小学生の子どもたちや中・高・大学生もスタッフと
して参加し、児童館まつりを盛り上げます。

西京区ブロック

第４3回　西京こどもまつり　～ふくらまそう　未来にむけて　みんなの夢～
場所 小畑川中央公園・ラクセーヌ東側広場・ラクセーヌセンターコート日時 5月18日（土）10時30分～15時30分

西京区内の児童館による遊び・工作・乳幼児向けコーナーや、エコまちステーションや警察、JAFによる体験コーナー、
子どもたちによる元気いっぱい舞台発表や佛教大学「よさこいサークル紫踊屋」の出演など盛りだくさんの内容です。

体験コーナーを
縮小して実施

下京・南区ブロック

こどもがつくるこどものおみせがたくさんあります！当日、お
みせを出店することもできます。他にも、ステージ発表や、乳
幼児コーナー、遊びこみコーナー、お仕事紹介所などもあります。

5月25日（土）10時30分～15時
京都市立洛南中学校

規模を
縮小して実施

子どもの楽園 あそびの楽園 一日児童館
～あそびがいっぱい　自然もいっぱい～

小雨決行／荒天時中止

あつまれ みんな いっしょに あ・そ・ぼ！

一部コーナーを
縮小して実施

5月18日（土）10時～15時
宝が池公園　子どもの楽園

5月18日（土）10時～15時
京都市右京ふれあい文化会館
太秦安井公園芝生広場

公益社団法人 京都市児童館学童連盟　TEL 075-682-6260公益社団法人 京都市児童館学童連盟　TEL 075-682-6260お問い合わせ

ラクセーヌセンターコートにて
規模を縮小して実施

コドモール
こどもがつくるこどものおみせ！

山科・醍醐ブロック

各児童館がお店を出し、こどもたちが手作りした商品やゲームでつ
くる「こども商店街」。石田小学校高学年のお友達による出店コーナ
ーもあります。石田駅から徒歩５分です。ぜひ親子でご参加ください。

5月18日（土）10時30分～15時
京都市立石田小学校

体育館、北校舎で
縮小して実施

楽しもう！こども商店街
やんちゃワールド２０１９

伏見区ブロック

体育館での消防音楽隊による吹奏楽コンサートと、運動場での
手作り遊びコーナーの２部制で実施します（乳幼児コーナーもあ
ります）。子どもたちの参画を主としながら、児童館が地域やさ
まざまな人たちとのつながりを持てるイベントを目指します。

日時

場所

5月18日（土）10時30分～15時
京都市立藤ノ森小学校 体育館でのコンサートのみ実施

２０１９伏見こどもまつり
“つどい つながり やんちゃパワーを 伏見から”
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　子どもに本やおはなしの楽しさを届ける活動をしているメ
ンバーが、親子で一緒に楽しむための時間を提供しているサ

ークルです。絵
本を読んだりお
話をしたり、「こ
もりうた」や「わらべうた」を紹介して、親子のふれあいに役立ち
たいと思っています。京都で伝えられてきた唄や手遊びを中心に紹
介し、ずっと歌い、遊び継がれることを願っています。
　親子さんだけではなく、妊婦さんやご家族もご一緒に楽しんでい
ただける会を毎月開催しています。出張も承ります。メールにてお
問い合わせください。

たかつかさ児童館
北村　彩葉　２年
工作「毛糸のポシェット」
いろづかいにきをつけて
あかるいポシェットにしたよ。

たかつかさ児童館
北村　彩葉　２年
工作「毛糸のポシェット」
いろづかいにきをつけて
あかるいポシェットにしたよ。

京都市壬生児童館
学童クラブ児童
立体工作「ペーパーヨーヨー」
くるくる巻いた紙に絵を描いて、
ヨーヨーを作りました。

京都市壬生児童館
学童クラブ児童
立体工作「ペーパーヨーヨー」
くるくる巻いた紙に絵を描いて、
ヨーヨーを作りました。

京都市松ヶ崎児童館
学童クラブ児童
きりえ「いかしたやつら」
学童クラブみんなで
夏休みに1つの作品を作りました！

京都市松ヶ崎児童館
学童クラブ児童
きりえ「いかしたやつら」
学童クラブみんなで
夏休みに1つの作品を作りました！

小松谷児童館
切り絵クラブ　５年
工作「12面切り絵」
好きなアニメのキャラクターの
切り絵を12コ頑張りました。

小松谷児童館
切り絵クラブ　５年
工作「12面切り絵」
好きなアニメのキャラクターの
切り絵を12コ頑張りました。

ママダンスママダンス

ママヨガママヨガ

　「こんにちは！クラフト作家の◯◯です。今からバラのメモスタンドを作ります。
よろしくお願いします。」と話す子どもたち。「お願いします。」と返すおばあちゃん。
　「はなぶさ作品展」にて子どもたちによるワークショップを行ってい
ます。材料は子どもたちが毎日少しずつ準備、作成しました。今回は、
バラの花600個以上を準備し、空いた時間にワークショップに向けて
の練習を行いました。当日は、地域の方々の他に、民生・児童委員、女性会、
保護者、保育園児等、約200名の方々に作り方を教えながら、交流を
楽しみました。「ありがとう。」の声に少し照れて「お家で飾ってくださ
いね～。」と返す子どもたちの成長ぶりには目を見張るものがありました。

　毎年、学童クラブ３年生の目玉行事として、
秋の児童館まつりに向けた「みこし作り」に取り組んでいます。まつりに向け、全
員で何度も話し合いを重ね、アイデアを形にしていきます。
　今年は３年生24人の希望を実現するために、メインの３段みこしを中心に、５
基のミニみこしとうちわを作るという壮大な計画
に、「でもそれだとばらばらにならない？」と、

さらに頭をひとひねり。「じゃあ、オリジナルの共通マークを作ってそれを全部の
作品に載せよう！」これが今年の３年生たちがたどり着いた答えでした。
　「企画・立案・実行」の力を育むみこし作り。個性豊かなみこしとうちわが完成して、
まつり当日は大迫力のみこし巡行。子どもたちの晴れやかな表情が印象的でした。

はなぶさ児童館

京都市葛野児童館

小さなクラフト作家のワークショップ小さなクラフト作家のワークショップ

こんなこと、やってま～すこんなこと、やってま～す
京都市140か所の児童館・学童保育所では、さまざまな取組をしています。
それぞれ特色のある活動ばかりです。ぜひ、お立ち寄りください！
京都市140か所の児童館・学童保育所では、さまざまな取組をしています。
それぞれ特色のある活動ばかりです。ぜひ、お立ち寄りください！

いっしょに子育てたのしいね！いっしょに子育てたのしいね！
子育て中の親が自主的に集まって、親子で楽しんだり、子育て仲間を作ったり、時には子育ての悩みを語り合ったりと、
さまざまな活動を通じて活動しているサークルがあります。そんなサークルを２つ紹介します。
子育て中の親が自主的に集まって、親子で楽しんだり、子育て仲間を作ったり、時には子育ての悩みを語り合ったりと、
さまざまな活動を通じて活動しているサークルがあります。そんなサークルを２つ紹介します。

絵本の読み語りと京のわらべうた
「ねんころり」
絵本の読み語りと京のわらべうた
「ねんころり」 　子育てサークルの立ち上げ、運営相談、子育て

グループと地域、行政とのネットワークのコーデ
ィネートなど、子育て家庭がより豊かに暮らせる
ような循環型の子育て相互支援社会をつくること
を目的に活動しています。

理事長：藤本 明美
連絡先：e-mail  kkn.1997@gmail.com
ホームページURL：　

http://www.geocities.jp/kk_net1997/

「NPO法人京都子育てネットワーク」とは…

「NPO法人京都子育てネットワーク」から子育てサークルを１つ、紹介していただきました！

京都市の児童館から子育てサークルを１つ紹介します。

学童クラブの子どもたちが頑張って作った作品を紹介します！学童クラブの子どもたちが頑張って作った作品を紹介します！品み のん な 作

まつりに向けて！オリジナルのみこし作りまつりに向けて！オリジナルのみこし作り

代表：村田 美登里
メールアドレス：midori_bado@yahoo.co.jp

お問い合わせ先：京都市羽束師児童館　☎921-2926

母親クラブ「ラビットクラブ」母親クラブ「ラビットクラブ」

　京都市羽束師児童館では、「親子及び世代間の交流・文化活動を通して
児童の健全育成に寄与する」「保護者に児童館行事への参画を働きかけ、
連携をはかる」という２つのねらいの下、『ママダンス』と『ママヨガ』

という行事を月１回ずつ行っていま
す。講師は、乳幼児クラブの保護者
でもある渕田先生とダンス講師のSana先生。両先生ともわかりやすく楽
しく教えてくださいますので、大好評の行事です。　　
　最初は「痛い！」「こんな姿勢できない！」と、とまどっておられたお
母さん方も「先生、ここもう１回やってみせて！」と笑い合いながら楽し
く体を動かし、良い汗をかいて日頃のストレスを発散しています。そして、
子育ての悩みや喜びをお母さん同士で交流できる良い場にもなっていま
す。皆様方も一度参加してみませんか！　　　　　　　　　　　　


