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Welcome！乳幼児親子さん

９月／September

毎週月曜日は、遊具であそんだり手形アートができたりするにょん！

とうなんのその

とーにゃん広場 ２日（月）・９日（月） 10:30～14:00 頃
月１回のおたのしみプログラム。

いっしょにあそぼう！ 「プラバンで手形・足形キーホルダーを作ろう！」

じどうかんだより

９月

１１日（水） 10:30～11:30

http://www.kyo-yancha.ne.jp/tounan/

ゆうぎ室にボールプールをだしてます！

カモンエブリバディ！
だがしデー

２６日（木） 15:00～16:30

〒601-8445 京都市南区西九条菅田町 4-2

スマイル DAY★ 「絵がうごきだす!? くるくるアニメ」

TEL：075-662-2761／FAX：075-662-2765
Mail：tounan@kyo-yancha.ne.jp

２５日（水）
・２６日（木）・２７日（金） 15:30～16:20

セルフサービスの１００円喫茶
「きき茶」やってます。

４・５・６のじどうかん！高学年のあそび研究所☆

※アロマの小箱予約受付↓
PM：将棋クラブ
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ゴスペル

PM：音楽クラブ
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にこにこ／HughugEnglish
PM：マナビバ☆
とーにゃん広場／ダンスを楽しもう！

１０ 火

ほっぺ

１１ 水

いっしょにあそぼう！／マタニティ・ヨガ

１２ 木
１３ 金

にこにこ／HughugEngllish

１４ 土

HughugEnglishⅡ

１５ 日
１７ 火

ほっぺ

PM：音楽クラブ

１８ 水

ゴスペル

１９ 木

アロマの小箱／ボールプールの日

Saturday LABO／サタラボ 「つくって食べる！こども飯」

PM：生花クラブ
２０ 金

３０日（月）10:30～13:00 頃

にこにこ／HughugEnglish

２１ 土

PM：ヨルジド

２２ 日

※参加したい人は児童館までくわしいおたよりをとりにきてください。

２３ 月
２４ 火

中高生だけの特別タイム☆

２５ 水
２６ 木

ヨルノジドウカン 「大運動会と…ぎょうざパーティー」
【回覧】

とーにゃん広場

１６ 月

運動会代休日のお昼ごはん、いっしょにいかが？

京都市指定ゴミ袋交換
引換券をお持ちください

月

コドモール KYOTO in イオンモール KYOTO

じどうかんであ・そ・ぼ！

京都市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ南支部
TEL&FAX：075-662-2780

２

ボールプールの日 １９日（木） 10:30～

塔南の園児童館

開館時間：10:00～17:00（中高生は 18:30）
休 館 日：日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）

日

※お子さん１人につき１個できます。

じどうかんにだがしやさん！１００円もっておかいもの♪
H.P

１

PM：スマイル DAY
ファミサポ登録会
PM：だがしデー／スマイル DAY

２７ 金

ベビーマッサージ

２８ 土

２１日（土） 18:00～20:00

PM：スマイル DAY
PM：マナビバ☆

２９ 日
３０ 月

高学年＆中高生が自由に勉強できる
マナビバ☆ ７日（土）
・２８日（土） 17:00～18:30

夏休みは終わったけど
マナビはつづく…。
今月もまってるよ。

ｻﾀﾗﾎﾞ

※とーにゃん広場お休み

９月３０日（月）は小学校の運動会代休日のため
午前中から小学生の利用があります。

夏のいろいろ

会場

模擬店

あそび

ステージ・盆おどり

本部・抽選会

運搬・テント／「飲み物・ビール」

おばけ屋敷

オープニング

福祉後援会役員・学区社協：１０名

保護司会：９名

劇企画パララン翠光団：１９名

音楽クラブ・すみれ会：２０名

運搬・照明器具／チケット売り場

運搬・テント／「ポップコーン」

九条塔南小学校 PTA：１０名

少年補導委員会：１３名

運搬／警備・駐輪場

照明器具／「だがし屋さん」

消防分団：１７名

民生委員会：１０名

駐輪場

運搬・テント／「たこせん」

交通対策協議会：５名

体育振興会：１０名

照明器具／警備

「かき氷」・ゴミステーション

防犯推進委員会：５名

南青少年活動センター：１４名

１年生：２名

２年生：９名

会場案内・ゴミステーション

「みたらし」「たこやき」
「やきぞば」「フランクフルト」

３年生：３名

４年生：１名

保健協議会：５名
運搬・照明器具／警備・駐輪場

自主防災会：４名
会場張り紙／会場案内・ゴミステーション

すこやかクラブ：６名
運搬・テント／警備

Vowel：１５名
４年生：８名

５年生：２名

特殊メイクアップアーティスト

６年生：２名

パフォーマー

落合史絵里

おばけパレード

高学年企画「射的」

４年生：２名

ULTRA DANCE MARKET

盆おどりオープニングダンス SHOW

中学生：３名
音響

南青少年活動センター：１名

協力

「まぼろしのチーズドッグ」

中高生企画
「謎解きゲーム Mr.R からの依頼…？」

中学生：６名

九条塔南小学校
京都三菱自動車販売株式会社

高校生：２名
株式会社ジェムコ

自治連合会：７名
駐輪場・警備

児童館ボランティア：３名

U-KO

５年生:７名

児童館学生ボランティア：２名

４年生：４名

HIX

盆ダンス振付

中学生：２名

児童館学童クラブ保護者：１２名

中学生：２名

大道芸

おばけメイク

塔南の園施設：８名
「カレー」

ゴスペル

児童館学童クラブ保護者：１５名

児童館学生ボランティア：４名
★パフォーマー：HIX
アメリカのサーカス学校に留学し、綱渡り、ジャグリング、アクロバットなどの技を習得。笑いと驚きを
交えたパワー＆エネルギー溢れるステージはみる人を魅了する！

祭りをつくる人がいる 祭りを楽しみにしている人がいる

★U-KO
京都・大阪を中心にレッスン・活動を行っているダンスグループ「ULTRA DANCE MARKET」代表。レッスン

小さな子どもから大人まで 人が集い笑う

だけでなく様々な企画・イベントを通してダンスの魅力を発信。地域の子どもたちの人気信頼も絶大。
★劇企画パララン翠光団（主宰：務川智正）

この祭りは 地域のチカラ

１９８６年から京都にて活動する企画演劇集団。いろいろな場所、空間、企画で、劇場だけに留まらない
劇空間を創りあげる。夏のおばけ屋敷イベントもその活動のひとつ。
★特殊メイクアップアーティスト：落合史絵里

祭りに関わった人 総勢約３００人／来場者 約１１２４人

特殊メイクの専門学校を卒業。特殊メイクの世界、ホラー映画の楽しみ方など、笑顔でおしみなく体感さ
せてくれるアーティスト。ホラーな場所でいろいろ活躍中。

PM ８：１５ 抽選会

お祭り前日

お祭り最後のお楽しみ。抽選番号付のチケットを手に、みんなが

児童館のゆうぎ室では、劇企画パララン翠光団の皆さんの手に

ドキドキと胸を膨らませる瞬間です。スイカとともに夏の思い出を。

よって密かな準備が…。
竹がどんどん組まれ、段ボールの壁ができ、みるみるうちに「お

祭りの後は…すばやい撤収作業。また来年へ…。

ばけ屋敷」の迷路ができあがっていきます。塔南の園の夏祭り
の「おばけ屋敷」は迷路が変わり、仕掛けも変わる、人の手が

PM ７：００ 盆おどり

込んだ創りになっています。「ゆうぎ室、いつもはせまいなー

今年は、中学生３人のユニットチームが盆おどりのオープニングをダン

って思うのに、おばけ屋敷の時はこんな広かったっけ？って思

スでかざってくれました。３人のダンスを憧れの目で見つめ、同じよう

うぐらい長く感じるねんなぁ。」…ある中学生のつぶやきが全

にマネをして踊る小学生の姿も。カッコよかったね！

てを語っています。

AM １０：００ 「おばけパレード」メイク
特殊メイクアップアーティストの落合史絵里さんと落合さんにメイ
クレッスンを受けた高学年のアシスタント２人でパレードに参加す
る子どもたちのメイクをしてもらいました。事前になりたいおばけ
のイメージをふくらまし、衣装や小物も準備していた子どもたち。
人間からおばけになっていく自分の姿をとても楽しんでいました。

オープニングダンスと同じ“SHOOT IT OUT”の簡単バージョンで盆ダ

AM １１：００ 「おばけパレード」スタート

ンス…そして、子どもたちが大好きな“忍玉音頭”へ。子どもたちだけ

まずは、塔南の園施設内から。緊張や恥ずかしさもあってか、おばけ

でなく、お年寄りの方も輪に入り、手を振り、一緒に踊りました。

になりたての子どもたちはちょっと静かで早足…。そんな姿に「かわ
いいなぁ」と目を細め、笑顔のお年寄りのみなさん。ほんわかとした

その頃…「おばけ屋敷」はかなり怖いレベルへ突入。

パレードとなりました。次は地域へくりだします。最初におどかしに

出口付近では叫び声が響き…中で動けなくなった人も。メイクも怖い；

いった南保育所でも、おどかすよりやさしさが前面にでていたおばけ
たちでしたが、泣いてくれるちっちゃいこもいて、少しおばけらしさ

PM ６：００ ステージ

が。その後東寺さんを回り、帰り道では夏祭りの宣伝もしながら頑張

ママゴスペル「vowel」さんの歌声は、少し日が暮れはじめる頃のステ

って歩きました。大宮通り沿いでは、商店の方々に声をかけていただ

ージに明るく力強く響きます。なによりステージで歌っているママさん

きました。皆さん、ありがとうございました！！

たちが楽しそうで、その弾む歌声に惹きこまれてし
まいます。聴いている方も心地いいステージです♪
続いてパフォーマー「HIX」さんによる大道芸。

塔南の園

PM １：３０ 全体準備
暑さ厳しい中、汗を流しての準備作業。
テントが張られ、長椅子が並び、中庭にやぐらがたつと…グッと

目の前で繰り広げられる世界に、子どもたちは目を
キラキラさせて見入っていきます。火吹きは…圧巻！

PM ５：４５ 模擬店開店

お祭りらしさが。児童館内やおばけ屋敷の入り口なども着々と準

な一日

備がすすんでいきます。

PM ５：００ チケット販売開始

地域の方、施設スタッフ、学童クラブの保護者が運営する食べ物の模擬

塔南の園前面道路が通行止めになり、模擬店の準備が始まると、

店は一気ににぎわいます。お祭りといえば、食べ歩き！

にぎやかな雰囲気に。乳幼児親子さんや浴衣を着た子どもたち、

昨年のゴミの課題をふまえ、今年は「ゴミステーション」

友達と一緒の中学生…お祭りを楽しみに来てくれる人がどんどん

を設置してゴミの分別にも力を入れました。

2019.8.24

あそびコーナー（高学年企画＋中高生企画）

主催：塔南の園福祉後援会

集まってきます。

模擬店の開店と同時にあそびのコーナーもスタート。

「まぼろしのチーズドッグ」

高学年で企画を立ち上げた「射的」は、すぐに長い列が！

中学生２人と４年生４人で出店した

どんな内容だったら楽しんでもらえるか、景品は何がいいか、いろいろ考えて準備をしてきた

PM ５：３０ 夏祭り開始

チーズドッグのお店。限定５０個の

高学年スタッフ。自分たちのコーナーの運営にも熱が入ります。お客さんだったのが、いつの

開幕太鼓とともに夏祭りの

販売でしたが、即完売となりました。

まにかスタッフ並に手伝ってくれていた子もいました！

はじまりです！

宣伝部隊が手づくりのメガホンで宣

中高生は謎解きゲーム「Mr.R からの依頼…？」を企画。例年の内容とはガラッと変わり、映像も

ステージでは、すみれ会の

伝に出てすぐに完売となったので、

駆使した少しミステリアス!?な雰囲気に。指定された謎を前に子どもだけでなく、付き添いの大

皆さん、特養の入居者さん、

「えっ、もう売れたん!?」とスタッフ

人の皆さんもいつしか真剣。「わかった！」
「そっか！」と謎が解けた時のスッキリ笑顔が新鮮で

児童館の子どもたちが一緒

の本人たちがビックリしていました。

した。いろいろと想定外のこともありましたが…そこはさすが中高生。大学生スタッフと一緒に

に演奏と歌でオープニング

臨機応変な対応をみせていました！！

をかざりました。

