
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

◇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 

  半年に一度登録、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 
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写真展・販売 

2/26（月）～3/16（土） 

2018年 7月～2018年 12月分 
上記期間の写真展示と販売を行います。 

Ｌ版５０円、２Ｌ１００円 

２０１９年度 学童クラブ登録申請について【新規登録】 

 小学１年生～６年生で昼間留守になる家庭の児童が対象です。 

 

①申請書配布：１月４日（木）～１９日（土） 

新規登録の方は児童館に取りに来てください。＊開館日時 月～土 10:00～18:30（日・祝休館） 

 

②提出・面談：１月２５日（金）～２月１４日（木）←予約が必要です。 

    ＊利用内定は先着順ではありません。 

 ★10:30～14:30の間で 15分程度の面談と書類確認を行います。 

  ４月入会をご希望の方は必ず面談日を予約して書類を全て揃えて 

  提出してください（確定申告書を除く）。 

  就労証明書や源泉徴収票などの書類添付が必要です。 

  書類が揃っていない方の受付、書類の預かりはできませんので、 

  よろしくお願いいたします。 

③新規登録内定者説明会：３月２日（土）15:30～17:00 

   必ずご出席ください。 

乳幼児 

親子 
 

パパとちびっこの広場 

パパぱーく 

２月１６日（土）10:30～12:00 

場所：ゆうぎしつ 

自由参加の広場です。 

登録や申し込みはいりません。 

ママだけでも気軽にどうぞ♪ 

家族でお揃

いの蝶ネク

タイ作り★ 

かんたん親子蝶ネクタイ 

つくルームさん企画★ 

 

②の期間、各部屋で面談を行うこと

があります。ご協力よろしくお願い

いたします。 

ユーユー 

しゅくだいひろば 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

つくルーム 

てくてくクラブ 

オニム部 

おとなの英会話 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

ちびっこらんど 

HOP STEP TOWN 
ころころクラブ 

こどもフラ オニム部 

うきうきクラブ 

しゅくだいひろば 

【おやすみ】 

建国記念の日 

ぴょんぴょんクラブ 

フラダンスサークル 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

こどもフラ 

ヨガサークル 

オニム部 

プログラミング体験 しゅくだいひろば 

修徳ふれあい食堂 

パパぱーく 

＆つくルーム 

＆つくルーム 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

つくルーム 
てくてくクラブ 

オニム部 

おとなの英会話 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

ちびっこらんど 

HOP STEP TOWN 

こどもフラ 

ベビーマッサージ 

将棋のひろば オニム部 

うきうきクラブ 

しゅくだいひろば 
あおぞらだがしや 

クリーンサタデー 

あそべ MONDAY 

しゅくだいひろば 

ぴょんぴょんクラブ 

フラフィットネス 

オニム部 

ちびっこらんど 

タッキュー部 

しゅくだいひろば 

ヨガサークル 

オニム部 

かみしばい 
こどもフラ 

小学生 

デモンストレーション 

プログラミング体験 

２月１４日（木）16:30～17:00 

場所：としょ室 

春から４年生になる人～中学生を対象と

したキッズプログラミングのデモンスト

レーションをおこないます。 

先生：森伸二郎さん（株式会社ピクセル） 

この日は申込はいりません。 

参加無料です。 

３月の予告 

乳幼児 

親子 
 

小学生 中高生 おとな 

◆地震
じ し ん

について考
かんが

える日
ひ

◆ 

あおぞらだがしや＆松原通
まつばらみち

の駅
えき

 

３月９日（土）2:00～3:00 

場所：修徳公園 

乳幼児 

親子 
 

ころころクラブ 

笑顔写真教室 

３月７日（木）場所：せんだんホール 

講師：えがお先生（笑顔写真家） 

 

ころころクラブ今年度さいごの取組はえがお 

先生によるステキな講座です！ 

各学区の民生児童委員にもご参加いただきます。 

乳幼児 

親子 
 

2019 年度 乳幼児親子の取組オリエンテーション 

 ３月６日（水）10:30～11:30 ゆうぎ室 
取組全般のご案内、クラブ等の新規登録を受け付けます。 

３月の予告 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居るところがなかったら、 

「開智てんとうむし」 

毎月第一金曜日 

10:00～11:30 

場所：京都市学校歴史博物館  

 

 

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 

 

こどもたちの あそびば ってどんなばしょでしょう？ 

今回はじどうかんのまわりの ちいきのあそびばを 紹介します 

だがしやしています。 

月に一回のあおぞらだがしやも、修

徳公園で開催させていただいており

ます。学童クラブの保護者の方に運

営協力いただき、むかしながらのだ

がしの販売をしています。 

１００えんもってあそびにきてね！ 

 

いつもの公園にお礼を。 

子どもたちが“おそうじクラブ”と名前

を付けて、お掃除を始めました。 

12月初旬に落ち葉がたくさん落ちて

いたので、ホウキで掃除を。最近で

は落ちているゴミをごみハサミで拾っ

たりしています。 

「それ、ごみかな？」と思うようなもの

を拾ってくることもありますが、自分

たちの活動として楽しんでいます。 

 

修徳公園以外にも… 

 
じどうかんのある施設（総合福祉施設修徳）の 4 階にある「せんだんホール」。 

こちらのホールをお借りして、児童館のイベントを開催することもあります。 

地域の子育て交流サロンでも… 

 

こどもたちがたくさんあそんでます。 

じどうかんに隣接している修徳公園は、子

どもたちのあそび場としていつも利用さ

せていただいています。放課後の時間に

たくさんの子どもたちがあそんでいます。

公園にある遊具を使って、公園の自然を

使って、じどうかんのおもちゃを使って

各々楽しんでいます。ドンじゃんけんやか

んけりなど遊びも楽しんでいます。 

 

いろんな方がすごしています。 

小学生や保育園・幼稚園の園児さんたち

も、放課後の時間をゆっくりすごしており

ます。ベンチには、ちょっと休憩をしようと

座られている地域のおとなの方もあり、

子どもたちのあそんでいる姿を見守ってく

ださっています。 

 

2チームに分かれて、双方向から相手の陣地を目指してむかい、であった

ところでじゃんけんをする。負けたら自分の陣地に戻り、相手の陣地を

制圧したチームの勝ちというゲーム。 

出会ったところで「ドーン」といってじゃんけんをするので、こ

の名前がついています。修徳公園の丸太の遊具や、コンクリート

の道を利用してたのしんでいます。 

各学区にて、民生児童委員さんが子育て交流サロンを実施されています。 

元小学校の跡地や、地域の自治会館を利用して開催しておられます。 

豊園学区「ポコポコ」 

４・９・１１・１月 第四金曜日 

10:00～11:30 

場所：豊園自治会館 

格致・成徳・修徳学区 

「ラッコくらぶ」 

4月・6月・10月・1月の 

水曜日（月一回） 

10:00～11:30 

場所：京都市下京中学校 

成徳学舎 2階 

永松・有隣学区「ユーユー」 

4月・6月・10月・12月・2月 

第一金曜日 

10:00～11:30 

場所：元有隣小学校 会議室 

ひろいホールを借りて 

小学生のイベント（みんなあそびや親子レクレーション）や乳幼児親子向けのイベ

ント、またいろんな子どもたちが一緒に遊べるようなイベントも企画し、場所を使

わせていただいています。 

乳幼児親子と小学生と地域の高齢者が集まる三世代交流としておみせやさんごっ

こをしたり、冬にはクリスマス会をしたりしました。 

住所：京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３７ 

 

 

住所：京都市下京区仏光寺通東洞院東入仏光寺西町 345−1 

 

住所：京都市下京区繁昌町 290 

 

住所：京都市下京区本神明町 411 

毎回、乳幼児向けのおもちゃなどを用意してくださり、親子でゆっくり過ごせるサロンを運営してくださっています。 

1月 19日（土）にはカプラ 

ワークショップを実施しました。 

小学生と一緒に池坊保育園の園

児さんたちもあそびをたのしみ

ました。 

ドンじゃんけん ってどんなあそび？ 

 

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

