
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 号 

2018年 

京都市修徳児童館 

〒600-8449 京都市下京区新町通り松原下る富永町 110-1 

TEL：075-353-6399  FAX:075-371-2022 

メール： shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

京都市の児童館 HP：http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html 

京都福祉サービス協会 HP：https://www.kyoto-fukushi.org/office/detail/sht/ 

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。 

来館時は来館者名簿へ

記入をお願いします。 

 

シュートクカフェやってます 
１００円でおかわり自由、お菓子つき 

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 17:00 まで。中高生は 18:30 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。 

【じゆうらいかん】 

だれでもあそべます。 

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。） 

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    パパさん親子のひろば。 

ママさんもどうぞ。 

乳幼児さん登録制 

★ベビーマッサージ  マタニティさん＆０歳 

★ころころクラブ   2018 年生まれさんと 

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     ２～３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 

              など 

 

 

 

 

こんなとりくみ あります。 

月 火 水 木 金 土 

修徳児童館ホームページ 

 警報発令時などはご確認 

 ください。休館のお知らせ 

 など掲載することがあります。 

8月より FAX番号

が変わりました 

◇申込なし ◆申込・参加費あり 

★登録制  

  てくてく・ぴょんぴょん・うきうきは 

  ３月と９月に登録、ころころクラブ・ 

  ベビーマッサージは随時受け付け。 

  シュートクカフェ ■学童クラブ取組 

ころころクラブ 

こどもフラ 

21 22 

1 2 

5 6 8 9 10 7 

12 13 15 16 17 14 

19 20 23 24 

28 26 27 29 30 

3 

子育てワークショップ 

ハロウィンパレード 
しゅくだいひろば 

うきうきクラブ 

（下京中） 

【おやすみ】 

文化の日 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

てくてくクラブ 

（下京中） 

オニム部 

ちびっこらんど 

おとなの英会話 

HOP STEP TOWN 

タッキュー部 こどもフラ 

ヨガサークル 

オニム部 しゅくだいひろば 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

フラサークル 
フラフィットネス 

ぴょんぴょんクラブ 

（下京中） 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 こどもフラ 

ベビーマッサージ 

将棋のひろば 

オニム部 しゅくだいひろば 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

てくてくクラブ 

オニム部 

ちびっこらんど 

おとなの英会話 

HOP STEP TOWN 

タッキュー部 

ヨガサークル 

子育てワークショップ 

→12/6 に延期します 

 

かみしばい 

オニム部 
【おやすみ】 

勤労感謝の日 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

ぴょんぴょんクラブ 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 オニム部 

うきうきクラブ 

しゅくだいひろば 

松原通の駅 

ジドウカンコドモイチ 

 

【児童館は 

しまっています】 

乳幼児 

親子 
 

小学生 中高生 おとな 

コドモファーストで遊ぶマーケット 

ジドウカン コドモイチ 
in 松原通

まつばらみち

の駅
えき

 

（松原京極商店街～河原町） 
コドモイチは新町～東洞院で展開します 

１１月１７日（土） 

 10:00～1:00  準備 

 12:30頃～3:00 開店 

  3:00～4:00  片づけ 

ごっこ遊びではなくホンモノをつか

ったこどもマーケットです。 

おまたせしたり、うまくできないこ

ともあるとおもいますが、この日は

「コドモファースト」でゆったりい

っしょにあそびましょう！ 

修徳児童館はしまっています。 

●こどもお茶会
ちゃかい

 

●てづくりのおみせ 

●お花屋
は な や

さん 

●だがしやさん 

 たこせん 

 ドーナツやさん 

●いつものあそびば 

●ナースのおしごと 

●修
しゅう

徳
とく

ふれあい食 堂
しょくどう

 

●フォトスタジオ 

●うらない 

●ちびっこのおうち 

おみせの店員
てんいん

さんになること

ができます！それぞれのおみ

せでうけつけします。 

乳幼児 

親子 
 

子育てワークショップ 

子育てが楽しくなるヒント 

２回連続講座 

（単発参加ＯＫ） 

「一生懸命やっているのにうまくいかない」 

「もっと楽しく子育てがしたい」と感じることはあ

りませんか？１日は「子どものイヤイヤにどう関わ

ればよいのか」「言葉がゆっくりで心配」など子ども

の発達・個性や育ちについてお話しを聞きます。 

１２月６日は参加者からの質問やお悩みについて対

応したおはなしをしていただきます。 

１１月 １日（木）10:30～12:00（自由参加） 

１１月２２日（木）10:30～11:30（申込制） 

→１２月６日に変更になりました。 

 場所：修徳児童館 育成室 

 講師：岡崎達也氏 
（京都市児童福祉センター 言語聴覚士） 

 対象：乳幼児親子２０組 

申込    修徳児童館 TEL 353-6399 

問い合わせ 崇仁保育所 TEL 343-4103 

乳幼児 

親子 
 

中高生 

中高生と赤ちゃんの交流事業 

パパママ体験 in下京中学校 

10:30 中学校前集合 

13:00 解散 

11月  2日（金）うきうき 

11月  6日（火）てくてく 

11月 13日（火）ぴょんぴょん 

乳幼児クラブが 

中学校へ 

地域の乳幼児さん親子と地域の中学生

が出会い、関わるプログラムです。下京

中学校と修徳児童館の共催で３年生の

家庭科の時間に実施します。 

乳幼児 

親子 
 

小学生 中高生 おとな 

ハロウィンパレード 

 

仮装してまちあるき。おかしをもらおう！ 

１１月１日（木）3:30～4:30  

乳幼児さん親子、小学生はもちろん大人

も大歓迎！ベビーカーを押しながらでも

参加できます。手ぶらで来てくれてＯＫ

ですが、使いたい仮装グッズがあればも

ってきてください。 

小学生 

Ａコース 児童館の近く＋老人ホーム 

  みじかいコース。乳幼児さんにオススメ。 

Ｂコース 松原通り～万寿寺通り 

  松原通の駅の宣伝もしよう！ 

Ｃコース お茶会招待状コース 

  コドモイチで行うお茶会の招待状を配ります。 

子どもたちで相談して決めました。 

オニム部練習試合 

１２月１日（土）11:00～5:00  

場所：七条第三児童館 

修徳から申込をしました。ＦＡＸをつかっ

て子ども同士で連絡をとりあいました。 

予告★ 梅小路公園であそぼ 

「ママうたクリスマス♪」 
１２月１１日（火）10:30～11:30 

 梅小路公園みどりの館で実施。 

 申込なしでＯＫです。 

つくルーム 

つくルーム 

こどもフラダンス 

２２・２９日は 

おやすみです。 

http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html


 

修徳児童館・松原通周辺のイベント 

ジドウカン コドモイチ in 松原通
まつばらみち

の駅
えき

 

おしらせ 
 

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。 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/

index.html 

 

どんなあそびをやってるの？ 

普段の放課後は近くの公園であそんだり、

児童館の中で工作やゲームやおもちゃを

使ったりしてあそんでいます。 

あそびのルールはその時々でいろいろ。自

分たちで考えて遊びをつくって、おしえて

あげたり、おしえてもらったり。 

相手がいることで！ 

工作が好きな子は一生懸命、作品をつ

くります。つくったものを、誰かにほ

められたり、誰かにあげてよろこんで

くれたら、とびあがるほどうれしかっ

たりします。 

よろんでもらうことも。 

「コドモイチ」のこどもお茶会

では地域の高齢者さんもお招き

します。子どもたちが招待状を

つくり、お花と一緒にプレゼン

トをします。 

プレゼントするお花を成徳学舎の井上先生に協力していただき、こどもたちと準備をしました。ありがとうございました。 

いろんな世代がまじりあうような 

小学生よりもちいさいおともだちもあそびに来れます。

小学生のおにいちゃんやおねえちゃんとまじってあそ

ぶのも、いつもとちがって楽しいかも！！ 

10月の乳幼児クラブでは

修徳公園で運動会をし、 

玉入れや障害物競走など

を親子でたのしみました。 

ジドウカン コドモイチでは… 

こどもたちが、いろんな人に見守られながら楽しい時間を過ごせた

らと思います。大人の方も、子どもたちを見守りながらいっしょに

あそんでいってください。 

いっしょにすることで。 

10月 20日に学童クラブの保護

者の方と一緒に、地域の清掃活

動をしました。 

自分たちが使っているとこ

ろ・住んでいる場所を大人とい

っしょにキレイにしました。 

今回
こんかい

は、ふだんの児童館
じどうかん

の様子とコドモイチ

についておしらせします。 

コドモイチでは、お店
みせ

であそんでもいいし、

あそびをつくっても、お手伝
て つ だ

いをしても 

いいよ。あそびにおいで！！ 

いつもとちがうスペシャルも 

「コドモイチ」には、あおぞらだがしや

もあります。いつものだがしにくわえて

スペシャルなおかしをゲットできるかも

しれません！あそびにおいで。 

11
  

月
がつ

17日
にち

（ 土
どようび

） 

http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html
http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html

