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登録・申込はいりません。 

0-18 歳 / マタニティさん・プレママパパ etc.が利用できます 

about JIDOUCAN 

児童館は 遊ぶ ところ 
児童福祉法第 40条に定められた「児童に健全な遊びを与えて,その健康を増進し,

又は情操をゆたかにすることを目的とする」児童福祉施設です。 

児童館には,「児童厚生員」という,遊びにより子どもの成長を支援し,かつ,地域社会

における健全育成活動の中心となるべき職員がいます。 

児童館には,いろんな年齢の子どもたちが集まってきます。 

遊びやクラブ・行事などを通して年上・年下の友達とのふれあいを進め,また,助け

合う心や工夫する力を育てます。 

また,子育て家庭への支援や児童に関する地域の活動センターとしての取り組みなど

も行っています。 

（HP京都市の児童館より抜粋） 

開館 OPEN 
月-土 10:00- 

 

閉館 CLOSE 
17:00 ( 0-12 歳 )  

18:30（ 13-18 歳） 
 

日・祝・年末年始 及び 暴風警報 

特別警報発令時等は臨時休館 

産前 ０歳 ７歳 １３歳 １８歳 

マタニティさん 

家族 

乳幼児 

おやこ 

小学生 中学生 高校生 

世代 

大人 

プレママパパ 

2 



 

 

 

 

  
inDEX 

P4 じどうかんのこと 

何歳の人が遊べるの？いつ開いてるの？ 

どんなことをしているところ？ 

P7 フォトグラフ 

写真でお伝えする修徳児童館 

P9 マタニティさん 

児童館はプレママ・プレパパ・ 

マタニティさんの場所でもあります。 

 P10 にゅうようじおやこ 

小学校就学前までは親子で。 

ゆるやかな集いと遊びの場。 

 

P12 しょうがくせい 

子ども自身が選ぶ、決める。 

遊び体験から得るチカラ。 

 P14 ちゅうこうせいせだい 

自身の遊び場であると同時に 

異年齢・異世代との関わりの場。 

 

P15 おとな・ちいき 

近くにお住まいのたくさんの方々に 

支えられて子どもたちは育ちます。 

 
P16 おしらせ 

修徳児童館の活動方針。 

子どもの自立支援やまちづくり etc. 
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もくじ 

児童館のこと 

photograph 

妊婦さん家族・プレママパパ 

乳幼児親子 

小学生 

中高生世代 

大人・地域 

お知らせ 
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げんかん 

まんじゅじどおり 

図書館 

エレベーター 

高齢者施設 

入口 
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ー
ス
（
駐
停
車
禁
止
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1 事務室（じむしつ） 

先生のいる部屋。貸し出しの 

おもちゃなどあります。 

2 育成室（いくせいしつ） 

じゅうたんの部屋。ごはん・おやつは 

ここでお願いします。 

3 図書室（としょしつ） 

本とおもちゃの部屋。ご自由

にお使いください。 

4 遊戯室（ゆうぎしつ） 

乳幼児さんの活動や、ボール遊び

などができます。 

5 テラス（ベランダ） 

修徳公園とつながるテラス。 

一輪車などができます。 

6 トイレ・おむつ交換台 

大人の方もお使いください。おむつ

を予備もありますのでお気軽に。 

7 修徳公園（しゅうとくこうえん） 

子どもから大人まで集えるみんなの

公園。キレイにつかおう。 

8 高齢者施設・図書館 

世代間のつながりを大切に共同で

取組を行うこともあります。 

Room and Shutoku Park 

お部屋のごあんない 

高齢者施設と合築の総合福祉施設。

南側の修徳公園と隣接しています。 



 

  

WELCOME 
うけつけ 

はじめてさん 

りようシート 

名前、住所、連絡先などをお聞きします。 

児童館から保護者の方へ連絡する時に使用

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。 

ＨＰよりダウンロード可  

きましたカード 

乳幼児 

おやこ 
【０～６さい】 

小学生 
【７～１２さい】 中高生世代 

【１３～１８歳未満】 

今どなたが児童館にいるかをお知らせいた

だくものです。名前、来館時間などを書いて

ください。 

＊保護者と一緒に 

利用してください 

＊子どもだけで利用可 

＊子どもだけで利用可 

【小学生・中高生世代】 

平日：基本的に学校終了後、一度家に帰ってから利用してください。 

土曜日・長期休暇等：お昼ごはんは家で食べてください。 

検温 手洗い 

消毒 
マスク 

ご協力お願いします 

はじめに出してください（１回のみ） 

 

受付で 書いてください（毎回） 

5 
おとな 

【１８歳以上】 



  

Free visit 

自由来館 
【じゆうらいかん】 

自由来館とは、自由意思（自らの意思）

で児童館を利用することです。 
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OPEN 月-土 10:00-  CLOSE 17:00 ( 0-12 歳 )  / 18:30（ 13-18 歳） 

P7 

P8 

P10 

P12 

おもちゃ 

自由につかえるもの、 

貸出のおもちゃが 

あります。 

 

誰でも遊べます 

登録や申込はいりません。 

好きな時に遊びにきて 

ください。 

おやつ 

１００円でおやつ 

たべられます。 

15:00から 16:00まで。 

161 

やりたいこと 

やってみたいこと 

応援します！ 
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PHOTOGRAPH 

じ
ど
う
か
ん JIDOUCAN PHOTOGRAPHER やたけ えりこ 2019/2020 
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児童館に「来館」すること以外

に、児童館のことや子ども・子育

てのことが分かるようにいろいろ

な方法で発信をしています。 

修徳児童館オリジナル Ver. 

https://shutokujidoukan.amebaownd.com 

京都福祉サービス協会 Ver. 京都市の児童館 Ver. 

ホームページ 

SNS 

インスタグラム 

@shutoku_jidoukan_kyoto 

ツイッター 

@shutokujidoukan 

紙媒体チラシ 

写真展 

新町通り側入り口から

自転車置き場まで、子

どもと大人のえがおが

いっぱい！ 

 
区役所や松原通りでも写真

展しました！→１５ページ 

インスタグラムは素敵な写真を、ツイッターは明日の

予定や子どもの声を中心に投稿しています！ 

児童館玄関前 

下京図書館前ロビー 

には各種チラシが、 

 

じどうかんだよりは地

域回覧・小学校全家庭

配布・関係機関に配架

をお願いしています。 

児童館玄関前 

動画配信 

乳幼児おやこ家庭には

手遊び・ふれあい遊び

の配信をしたり、児童

館利用者の社会人・高

校生とＣＭを作ったり

しました！ＨＰやめー

る便（裏面参照）でお

届けしています。 
写真ＣＭ「ＳＭＩＬＥ」 

えがおラブレター展 



  

 

  

プレイス 

【不定期】 

 

マタニティさんに限らず、 

いのちについて考える時間。 

 

助産師さんも一緒です。 

【個別相談】 

 

ひとりでも、 

家族とでも、 

友達とでも。 

一生に一度の 

スペシャルな記念に。 
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マタニティフォト 

Maternity / Pre mama・papa 

マタニティさん 

プレママ・パパ 

マタニティさんはベビー

マッサージにも参加して

いただけます！ 

→１１ページへ 



 

  

０歳の赤ちゃんから利用できる児童館。ひろば、クラブ、

講座、サークル活動などそれぞれに合った参加の仕方で児

童館を利用できます。 

修徳児童館では「はじめて赤ちゃん応援」としてこれから

子育てをスタートする方を応援しています。気軽に児童館

に遊びに来てください。 

選べる利用の仕方 
～それぞれに合った利用を～ 

0-6 years old & Parents 

にゅうようじ 

おやこ 

子どもと保護者の 

緩やかな集いの場 

あそべ MONDAY!【毎週月曜 午前】 

ちびっこらんど【毎週水曜 午前】 

ひろば 

パパぱーく 
【月１土曜日 午前】 

チョコちゃん 
【第３金曜 10:30～11:30】 

ずっと動いている、走り回ったり落ち着き

がない、他の子を押したりしてしまう、な

ど悩み・困りをもった就学前までの親子の

遊び場。できれば申込をお願いします。下

京区の４児童館で実施しています。 

自由参加のひろば。ゆうぎ室におもちゃを出しています♪

身長・体重計もあります。使用後は消毒をお願いします。

お好きな時間にどうぞ♪ 

 

＊あそべ MONDAY!は小学校長期休暇中などは 

 お休みすることがあります。 

パパとちびっこのひろば。自

由に遊べるひろばや、時々講

座などを実施することもあり

ます。ママさんも一緒、ママ

さんだけでも気軽にどうぞ。 

10 



 

  

11 

登録制 

ゼロ 登録時に０歳 

【２・４火曜 10:30～11:30】 

ワン 登録時に１歳 

【２・４金曜 10:30～11:30】 

ＳＴＡＲＴ（スタート） 

０歳児・１歳児 ～３か月１クール おやこの取組～ 

前半の部 ５月～７月 

 

後半の部 ９月～１１月 

※登録手続きは前半の部：４月、後半の部：８月より受付開始予定です。 

 

 

⇒２さい以上のおやこは…？ 
 

登録制の「スタート」というカタチではなくテーマを決めて遊ぶ日があります。 

基本は月１回、第 3(火)の予定です。Twitter、HP などでおしらせします。 

講座 etc. 

ベビーマッサージ 

【第３木曜 10:30～/11:20～】 

助産師さんとマッサージ。 

毎月申込制。１回５００円。 

HOP STEP TOWN 

【１・３水曜 10:30～11:30】 

親子で英語遊び。 

毎回申込制。１回５００円。 

おとな対象の取組 

おとなの英会話 

【１・３水曜 12:30～13:30】 

１回完結の日常英会話。 

毎回申込制。１回１０００円。 

フラダンスサークル 

【月１火曜 10:30～11:30】 

ステージ出演もします。 

登録制。１回５００円。 

ヨガサークル 

【月２木曜 10:20～/11:20～】 

お子さんも一緒にどうぞ。 

登録申込制。１回５００円。 



 

  

遊び方は じぶんで きめる 
～放課後は子どもの時間～ 

１２：００ 

１４：００ 

１７：００ 

月～金 土・長期休暇 

乳幼児おやこの活動 

をしています 

１５：００ 

小学生は１７：００までです。 

以降は中高生タイム 

土曜日はおやつあ

りません。 

もちこみ OK です。 

育成室 15:00～ 

オニム部 
【毎週木曜 16:00～】 

将棋のひろば 
【第３木曜 15:30～】 

キッズ 

プログラミング 
【第３水曜 16:30～】 

こども 

フラダンス 
【毎週木曜 17:00～】 

7-12 years old 

しょうがくせい 

じゆうらいかん 

開館 

学童クラブ開始 

自由来館 

10:00～ 

放課後 

家に帰ってから 

遊びにきてね 

お昼ごはんは 

おうちで食べ

てきてね 

１００円で 

おやつ 

あります 

あそびのクラブ 

１０：００ 

８：００ 

タッキュー部 
【毎週水曜 16:00～】 

一輪車クラブ 
【毎週月曜 16:30～】 

子どもたちや地域の 

大人が始める活動です 
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がくどうクラブ 

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。 

あそびを通した自立支援 / 就労支援 

学童クラブは就労等により昼間留

守になる小学生家庭を対象とし、

利用には事前登録が必要です。 

 

年度当初の登録申請は例年、 

１月から書類配布→面談 

３月に利用内定→説明会 

となります。 

＊年度途中の申請も可能ですが、 

手続きに１か月ほどかかります。 

１年 ６年 

自分で帰る 

鍵を開ける 

留守番する 

友達と 

約束する 

家事をする 

自分で帰る 
同じ方向の子どもたちでまとまって送り

出しをします。日によってメンバーが違

うことなどから複数とは限りません。自

分で帰れるように練習をしましょう！ 

放課後を過ごすチカラをつける 

なにをしてすごすかは、こども自身が決めます。 

自分で過ごせるようになるための練習期間としての学童クラブ。 

できることを少しずつ増やすための体験を。 

あそぶ おやつ 宿題 自分の帰り方 

自由来館でも利用可 

保護者がお休みの日は学童ク

ラブもお休みして親子の時間

を大切に。学童クラブを休ん

でも自由来館利用できます。 



 

  

13-18 years old 

中高生世代 児童館は１８歳までの利用施設。 

学校の宿題、まんが、卓球・・・自身の遊び

場でありながら、時には乳幼児さんや小学生

のための企画を考えたり、地域の子どもの年

長者として遊びの中でリーダー的な存在にな

っています。 

利用は 18:30 まで OK 

中学生以上は利用できる時間が長くなります。 
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中高生タイム 

中高生と赤ちゃんの交流事業 

児童館で 

中学校で 

一日スタッフ 

日常やイベントで赤ちゃんと

関わる一日スタッフとして。

近隣地域の人との日常生活に

おける出会いの場。 

パパママ体験 

下京中学校３年生家庭科に

て。将来のパパママが、子育

て・出産のエピソードなどを

聞きながら一緒に遊びます。 地域で 

宿題のヒント 

夏休みの一コマ。 

乳幼児さんと実際に遊び

ながら夏休みの宿題とし

てまとめ？！ 

児童館で あそぶ・宿題・スタッフ 

数年前遊んでいた遊びを楽

しんだり、やってみたいこ

とにチャレンジしたり。 

児童館で宿題。大学生スタッ

フがいる日は不明点を聞いて

みよう（学習支援事業） 

児童館は１８歳まで 

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～）。 



 

  

Over 18 

おとな 

地域にはこどものミカタ 
- 子ども理解・多様な視点 - 

 

 

地域にお住まいのたくさんの方々との

出会いや関わりの中で子どもたちは育

っていきます。地域の方々が子どもた

ちの味方となって子どもたちが育って

いけるようなお手伝いを児童館はでき

ればと思っています。 

児童館からの発信 

修徳公園で 

取組 

松原通り活性化 

協働イベント 

ハロウィン 

地域歩き 

児童館 

CM づくり 

区役所で 

写真展 

オンライン 

乾杯 

京都市地域子育て支援ステーション事業 

京都市からの指定施設です。 

地域の育児力向上を図る活

動、関係機関との連携・ネッ

トワークにより子ども・子育

てを応援します。 

民生児童委員 

保育園・所 

子育て関係機関 学校等 

近隣店舗 

地域の方 

各学区には乳幼児親子が遊べる

子育てサロンがあるよ！ 
 

●ラッコくらぶ 

●ポコポコ 

●開智てんとうむし 

●ユーユー 

 

児童館もお手伝いしています。 



 

 

にじいろ 

テレフォン 

（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   075-353-6399  FAX  075-371-2022 

MAIL  shuutoku@kyo-yancha.ne.jp 

開館日時 月～土 10:00～18:30（小学生以下 17:00まで） 

休館日  日・祝及び 12月 29日～1月 3日 

HP  https://shutokujidoukan.amebaownd.com 
下京修徳ふれあい福祉会館（下京図書館のある建物）１階 

Activity policy 

活動方針 

児童館は児童福祉法第 40条に基づく児童厚生施設です。 

０～１８歳の子どもの遊びと生活の場。 

子育て中の保護者・マタニティ家族の集いの場。 

地域の方とともに子ども育成と子育て支援を行います。 

２ 

子育て 

家庭支援 

保護者のライフスタイ

ルや価値観が多様化す

る中で、保護者の思い

に寄り添い、前向きに

子育てができるように

支援する。 

ちょっと話したい時 

困った時 

デンワしていいよ 

075-353-6399 

めーる便 

児童館からの 

大事なお知らせ 

送ります 

Twitter 

@shutokujidoukan 

Instagram 

@shutoku_jidoukan_kyoto 

ホームページ 

https://shutokujidoukan

.amebaownd.com 

HP・SNS 

mailto:shuutoku@kyo-yancha.ne.jp

