
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社福）京都福祉サービス協会 京都市修徳児童館 

〒600-8449 京都市下京区新町通松原下る富永町 110-1 

TEL/FAX     075-353-6399 

MAIL        shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

開館日時   月～土 10:00～17:00（中高生 18:30まで） 

休館日   日・祝及び 12月 29日～1月 3日 

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

 

下京ふれあい福祉会館（下京図書館のある建物）１階 

 
京都市 

修徳 
児童館  
インフォメーション 

作成 2017年 3月 

児童館は地域のすべての０歳～１８歳までの子どもたちが自由に遊べるところ。遊びと生活を通して育ち合

う子どもたちの場、子育てをしている方や妊婦さんの集いの場。世代間の繋がりを大切にしながら地域の方

とともに子ども育成と子育て支援を行っています。 

ベビーマッサージ 

   児童館は  
   ★「０歳～１８歳まで 誰でも遊べます！」 

       ★「10:00～17:00 まで 自由に遊べます！」 

地域の子育て支援の拠点として関係機関との連携のもと

様々な取り組みを実施、また子育て相談や子育て情報の発

信などを行っています。 

各種講座の開催 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

梅小路公園であそぼう！ 

Shuutoku Jidoukan Infomation 

各地域の子育てサロン 

らっこ・ポコポコ 

ユーユー・てんとうむし 

 

民生委員さんと 

他児童館・保育園と 助産師さんと 

地域で遊ぶ。子どもの力で多世代の繋がりを。 

地域の方や子どもたちと 

０歳～１８歳の子ども、子育て中の大人、地域の方や高齢者が互いに関わり合いながら育つ地域づくりを

目指しています。“あそび”という子どもたちにとっての主体的な活動を通して、異年齢・異世代の関わ

りを作っていきます。 

あおぞらだがしや ～子どものための児童館と NPOの協働事業～ 松原通（みち）の駅  

こどもお茶会（下京区三世代ふれあい交流事業） 三世代交流おみせやさんごっこ 花のおくりもの －児童館のいちにち－ 

月～金曜日 土曜・長期休業・代休日など 

8:00 

12:00 

学童クラブ開始 

10:00 児童館開館 

自由来館の小学生以上

の人は家でお昼ご飯を

食べてきてね。 
15:00 

乳幼児親子の活動 

学童クラブ順次帰館 

16:30 

児童館開館 

おかたづけ 

17:00 さようなら 

18:00 

学童クラブ 

17:00以降は必ずお迎えです。 

18:30 児童館閉館 児童館閉館 

長期休業中は宿題など 

乳幼児親子の活動 

おかたづけ 

17:00以降は

学童クラブ

（登録時間

による）と、

中高生タイ

ムです。 

帰館後はおやつ、宿題、自由

遊びなど放課後の過ごし方を

自分で決めて過ごします。 

さようなら 

おかたづけ 

シュートクカフェ 

０歳                                   １８歳 

＊児童館では、活動の記録として写真や動画の撮影をします。 

 おたよりやホームページに掲載されることがあります。 

 (不都合がある場合は、職員までお知らせください。) 

ハロウィンパレード 

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


2017 

New! 

 

 

０歳   １歳   ２歳   ３歳        

０歳       １歳       ２歳       ３歳       ４歳       ５歳        ６歳 

登録制のクラブ 

【あそべ MONDAY!】 

毎週月曜日 10:30～14:00 
（小学校の長期休暇中はお休み） 

ゆうぎ室におもちゃがいっぱい！ 

身長体重計もあります 

【てくてくクラブ】 

0～1歳(H27.4.2～H29.4.1生) 

第１・３火曜日 10:30～11:30 

ふれあい遊び・体操など 

【ぴょんぴょんクラブ】 

0～1歳(H27.4.2～H29.4.1生) 
第２・４火曜日 10:30～11:30 

ふれあい遊び・体操など 

【ちびっこらんど】 

毎週水曜日 10:30～14:00 
（小学校の長期休暇中も実施） 

ゆうぎ室におもちゃがいっぱい！ 

初回に登録が必要です 

【うきうきクラブ】 

2～就園前まで(H26.4.2～) 
第２・３・４金曜日 10:30～11:30 

ふれあい遊び・体操など 

【ヨガサークル】 

月３回木曜日  

10:20～11:10 11:20～12:10 
登録制 １回５００円 

お子さん連れで参加ＯＫ！ 

【キッズ英語HOP STEP TOWN】 

第１・３水曜日 10:30～11:30 
申込制 １回５００円 

親子で英語遊び 

【パパぱーく】 

月１回土曜日 10:30～12:00 

パパさんとちびっこの広場 

時々講座もやってます 

ご家族みなさんでどうぞ 

【フラサークル】 

第２火曜日 10:30～11:30 
 登録制 月払制 見学できます 

お子さん連れで参加ＯＫ！ 

【おとなの英会話】 

第１・３水曜日 12:30～13:30 
申込制 １回１０００円 

ママさんの英語教室 

前期（４～９月）・後期（１０～３月）の登録制 

同学年の親子で遊びます 

自由参加の広場 
申し込みはいりません お気軽にどうぞ 

てくてくクラブとぴょんぴょんクラブは同じ内容です。 

行事等によって合同で実施したり、小学生・中高生・地域の方・高齢者との交流プログラムを行うことがあります。 

ママさんパパさん向けの活動。 

お子さん連れでどうぞ。 

親子で遊ぶ講座 ママさんパパさんグループ活動 

小学生の取り組み 乳幼児親子の取り組み 

【ベビーマッサージ】 

月１回木曜日 11:00～12:00 
申込制 １回５００円 

助産師さんのマッサージ 

学童クラブ      

７歳        ８歳        ９歳        １０歳        １１歳        １２歳         

０歳       １歳            

１年生から６年生の年間登録制 

中高生と赤ちゃんのふれあい事業 

将来のパパママになる地域の中高生と赤ちゃんが出会い、関わるプログラ

ムです。名前の由来や子育てについての話を聞いたり、抱っこやおむつ替

えなども経験します。下京中学校と共催で実施しています（2014年度～）. 

 ２歳       ３歳            

キッズおしごと体験クラブ 

子育て支援ステーショ

ン事業で館外でもいろ

いろやってます！ 

詳しくは表面を 

中高生タイム・中高生企画 

ひとり親家庭、両親の共働き家庭その他の事情などで昼間留守になる家庭の小学校児童が対象、年間登録制です。 

放課後の居場所作りと子どもの健全育成・自立支援などを目的に児童館において学童クラブ事業を実施しています。 

 ９歳  １０歳  １１歳  １２歳         

統合育成 

～障がいのある子もない子も、ともに育つ～ 

児童館では障がいのある子もない子もともに放課後を

過ごしています。子どもたちはまざりあってあそび、 

時にはぶつかったりしながら、いろんな人達との関係 

を深め、成長していきます。 

３年生から６年生を対象とした登録活動です。 

お菓子を作ったり、工作をしたり自分たちのやってみたいこと

を出し合うところから始めます。「こどもスタッフ」として活

躍することも！ 

中学生・高校生の取り組み 

学童クラブは遊びと生活を通した自立支援の場。 

０歳～１８歳までの子どもが集い、地域の人たちと出会う児童館。

遊びの中で関係を築きながら生活し、自分の放課後の過ごし方や人

との関わりを深めていきます。自分で考える、決める、人と調整す

る経験を大切にし、子どもたちの自立を応援します。 

１３歳   １４歳   １５歳        

18 歳までが利用対象の児童館では日常的に中高生の利

用もあります。小学生と一緒に遊んだり、中高生発案で

映画会などの企画をすることもあります。 

 

100 円でコーヒー・紅茶おかわ

り自由、お菓子つき★お昼ごは

んとカフェは育成室でどうぞ 

月～金 12:00～14:00 頃まで 

１３歳  １４歳  １５歳  １６歳  １７歳  １８歳 

２歳     就園前まで            

マタニティさん～０歳                  

０歳       １歳            

子どもが作ったタッキュー部（水曜） 将棋教室（木曜） 

ウェルカム★はじめてさん初めて児童館に来ていただく方、気軽に職員までお声かけください。月・水の午前中が比較的ご案内しやすくなっています 

【ころころクラブ】 

0歳(H29.4.2生～)・マタニティさん 

第１木曜日 10:30～11:30 

ふれあい遊び・ママ座談会など 

親子でお友達つくりしませんか 

利用できます！ 

◆赤ちゃん布団  ◆おむつ交換台 

◆授乳スペース  ◆電子レンジ・ポット 

◆昼食スペース  ◆乳幼児さん体重計 

◆新生児京都市ゴミ袋交換 

【つくルーム】 

第 2・4水曜日 10:20～12:00 
申込制 １回１００円＋材料費 

(初回のみ 名札代 100円徴収) 

ママさんの手作りサロン 

こどもフラダンスクラブ（木曜） おりがみ教室（水曜） 

シュートクカフェ 



 修徳児童館の 

おひる 

らんちたいむ 
Lunch Time 

しゅーとくかふぇ 
Shuutoku Cafe 

机は育成室に置いてある 

折りたたみ机を使ってください。 

カラーブロックをイス代わりに 

使ってもらってもＯＫです。 

水道の横に電子レンジあります。

ご自由にどうぞ。 

お湯もあります。 

ご自由にどうぞ。 

シートあります。こぼしても 

安心！ご自由にどうぞ。 

セルフカフェです。 

１００円はカウンターの缶へお願いします。 

飲み物はおかわり自由、お菓子つき♪ 

お菓子は１杯につき１つどうぞ。 

飲み終わったらコップの洗浄にご協力ください。 

スポンジ・洗剤は水道に設置しています。 

１２：００頃～１４：００頃  

いくせい室ご自由にお使いください。 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 

京都市修徳児童館 

〒600-8449 

京都市下京区新町通松原下る富永町 110-1 

TEL 075-353-6399 

MAIL shuutoku@kyo-ynacha.ne.jp 

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

★開館日時：月～土 10:00 から 

小学生以下 17:00まで 

中高生 18:30まで 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

いくせい室 

テラス 

カウンター ろうか 

水道 

電子 

レンジ 

としょ 

室 

５ ６ ７ 

８ 

１ ２ 

３ 

ゆうぎ 

室 

４ 

９ 

赤ちゃん用のおふとん図書室の棚にあります。 

ご自由にどうぞ。 

９ 

mailto:shuutoku@kyo-ynacha.ne.jp


 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 

京都市修徳児童館 
  TEL/FAX 075-353-6399  mail shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

  HP http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html 
★開館日時：月～土 10:00～17:00（中高生は 18:30 まで） 

下京図書館のある建物の１階です。特別養護老人ホーム、

デイサービスセンターなどの高齢者福祉施設と同じ建物 

です。駐輪場側から入れます♪ 

 ウ 
 ェ  ル  カ  ム 

しゅうとくどうかん つかいかたブック【乳幼児さん】 

     分からないことは気軽に職員までおたずねください。 

       ★児童館で できること・できないことが 書いてあります。 

       ★取り組み・事業については別紙「インフォメーション」をご覧ください。 

修徳児童館 利用シート＜乳幼児さん＞ 

乳幼児さん 保護者の方へ ＜利用シート提出のおねがい：任意＞ 

 児童館は０歳～１８歳の子どもが自由に利用できる子どものための施設です。乳幼児さんは保護者と一緒に利用してく

ださい。災害が起こった時などに児童館から保護者の方へ連絡をさせていただけるよう利用シートの提出をお願いいたし

ます。利用シートは当法人の個人情報保護規定に従って管理し、ご家庭への連絡以外に使用することはありません。利用

シートの提出は任意ですが主旨をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。 

提出日        年    月    日 

児童
ふ り

氏名
が な

                    保護者氏名                  

現在参加されている取り組み、または参加希望の取り組みに〇をつけてください。 

 

 自由来館利用  あそべ MONDAY（月） ちびっこらんど（水） パパぱーく（土） ヨガサークル（木） 

 

 HOP STEP TOWN（火）  ママ英語（火）  フラダンス・フィットネス（火）  その他（         ） 

〒       －  

 

住所                                            

 

（マンション名）                                                         

自宅電話番号                  

携帯電話番号                   

どなたにつながりますか？（       ） 

その他緊急時連絡先                   

どなたにつながりますか？（       ） 

お誕生日      年     月     日 

修徳児童館 

ホームページ 

き
り
と
り 

自転車おきば 

ベビーカーおきば 

ごはん・カフェ 
いくせい室で食べてください。 

お昼からシュートクカフェ 

やってます（１００円） 

かしだしおもちゃ 
職員に声をかけてくださいね。 

地域の公園 
ゴミは持ち帰りましょう。 

ボールは使えません。 

来館者名簿 
来館時にお名前を書いてくださいね。 

取り組み参加時は取り組みごとの名簿があります。 

クラブ・ひろばなど 
取り組みはこの部屋が多いです。 

終了後は片づけにご協力を。 

手洗い 
来館時、ごはんの前 

手を洗ってね。 

一輪車・竹馬など 
靴下のままオーケーです。 

公園での取り組みは 

テラスから出られます。 

絵本・ブロックなど 
使ったら元の場所へ戻してください。 

５時まであそべます。 
（中高生は６時３０分まで。） 

 

乳幼児さんは保護者と一緒にご利用 

ください。 

０歳～１８歳まで。 
 

児童館はだれでもあそべます。 

みんなが楽しく遊べるように 

気をつけて遊んでください。 

乳幼児さん 保護者の方へ 裏面をご覧ください。＜利用シート提出のおねがい：任意＞ 

じどうかんが はじめてのひと、つかいかたがわからないひとへ 

児童館がおたより等にお子さんの写真掲載を希望する場合、写真の掲載を  

 

許可します      確認を希望します      許可しません 

 

＊お子さんの写真とはおおよそ顔が判別できるものを指します。 

おむつ交換 
トイレ通路の奥に 

交換台があります。 

（提出時年齢     歳     カ月） 

保護者氏名                  

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


 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 

京都市修徳児童館 
  TEL/FAX 075-353-6399  mail shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

  HP http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html 
★開館日時：月～土 10:00～17:00（中高生は 18:30 まで） 

下京図書館のある建物の１階です。特別養護老人ホーム、

デイサービスセンターなどの高齢者福祉施設と同じ建物 

です。駐輪場側から入れます♪ 

ル カ ム 
しゅうとくどうかん つかいかたブック【小学生以上】 

     おうちのひとと いっしょに みてください。 

       ★じどうかんで できること・できないことが かいてあります。 

       ★うらめんの 「りようシート」を おうちのひとに かいてもらってね。 

修徳児童館 利用シート＜小学生以上＞ 

自由来館の小学生以上 保護者の方へ ＜利用シート提出のおねがい：任意＞ 

 児童館は０歳～１８歳の子どもが自由に利用できる子どものための施設です。小学生以上は子どもだけで利用できます。

お子さんがケガをしたり、災害が起こった時などに児童館から保護者の方へ連絡をさせていただけるよう利用シートの提

出をお願いいたします。利用シートは当法人の個人情報保護規定に従って管理し、ご家庭への連絡以外に使用することは

ありません。利用シートの提出は任意ですが主旨をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。 

記入日        年    月    日 

児童
ふ り

氏名
が な

                    保護者氏名                  

小学校   洛央   醒泉   下京渉成   その他（            ） 

 

中学校   下京   その他（            ） 高校   （           ） 

〒       －  

 

住所                                            

 

（マンション名）                                                         

自宅電話番号                  

携帯電話番号                   

どなたにつながりますか？（       ） 

その他緊急時連絡先                   

どなたにつながりますか？（       ） 

学年     年     組（記入時） 

〇をつけてください。＊該当する学校以外の方はその他欄に記入してください。 

修徳児童館ホームページ 

き
り
と
り 

じてんしゃおきば 

おやつ 
いくせいしつでたべてね。 

100 えんで おやつあります。 

（３じ～４じ） 

かしだしおもちゃ 
しょくいんにこえをかけてね。 

ちいきのこうえん 
ゴミはもちかえり。 

ボールはつかえません。 

らいかんしゃめいぼ 
なまえをかいてね。 

ボールあそびなど 
ゆうぎしつでどうぞ。 

てあらい 
きたとき、おやつのまえ 

てをあらおう！ 

いちりんしゃ 

たけうまなど 
くつしたのままオーケー 

ほん・まんが・ブロック 
つかったらもとのばしょへ。 

５じまであそべます。 
（中高生は６時３０分まで。） 

 

いえにかえってからあそびにきてね。 

がっこうが やすみのひは １０じから。 

０さい～１８さいまで。 
 

じどうかんはだれでもあそべます。 

みんながたのしくあそべるように 

きをつけてあそんでください。 

自由来館の小学生以上 保護者の方へ 裏面をご覧ください。＜利用シート提出のおねがい：任意＞ 

じどうかんが はじめてのひと、つかいかたがわからないひとへ 

児童館がおたより等にお子さんの写真掲載を希望する場合、写真の掲載を  

 

許可します      確認を希望します      許可しません 

 

＊お子さんの写真とはおおよそ顔が判別できるものを指します。 

トイレ 
スリッパそろえてね。 

てもあらおう！ 

ウ ェ 

mailto:shuutoku@kyo-yancha.ne.jp
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