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新型コロナウイルスの感染拡大防止対策により、 

行事・取り組みを縮小または中止する場合があります。 

 

 

１  水                               

２  木                             

３  金   にこにこクラブ                                               

 ４  土                               

５  日                              

６  月   とーにゃん広場・ママダン                          

７  火   ほっぺクラブ                                 

８  水   マタニティヨガ                                  

９  木    Dazzlin Harmony                           

１０ 金   にこにこクラブ                              

１１ 土          建国記念の日              

１２ 日                             

１３ 月   とーにゃん広場・ダンスを楽しもう                 

１４ 火   ほっぺクラブ                           

１５ 水                              

１６ 木   とーにゃんサーキット    だがしデー         

１７ 金   にこにこクラブ                    

１８ 土                      ヨルジド            

１９ 日                              

２０ 月   とーにゃん広場                 

２１ 火   ほっぺクラブ                       

２２ 水   とれいんぱーく・Dazzlin Harmony                           

２３ 木           天皇誕生日                 

２４ 金   ベビーマッサージ                

２５ 土   親子みんなでつながろう                           

２６ 日                              

２７ 月   とーにゃん広場・ママダン              

２８ 火                              

０歳～就学前 

保護者と一緒に 

ご利用ください 

小学生 

マタニティさん 

マタニティ期からの

プログラムあります 

子どもだけで 

利用できます 

中高生世代 

１８：３０まで 

利用できます 

大学生、大人 

グループ活動や 

ボランティアなど 

活躍中！ 

回 

覧 

とうなんのそのじどうかんだより 
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Thanks 26th. 塔南の園は 2022 年 12 月 1 日に 26 周年を迎えました 

 

社会福祉法人 京都福祉サービス協会 

塔南の園児童館 
 

〒601-8445 京都市南区西九条菅田町 4-2 

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

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

開館時間：１０:００～1８:３０ 
（小学生以下は 1７:００まで） 

休 館 日：日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

Instagram：tounannosono.jidoukan.kyoto 

ホームページ 

Instagram 

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。 

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 Mail：tounanfa@kyo-yancha.ne.jp 

京都市指定ゴミ袋交換 

引換券をお持ちください 

        １００円喫茶  

     「きき茶」やってます。 

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。顔の判別できる写真については使用確認をします。 

はじめてのかたへ じどうかん はじめてさん だいかんげいです！ 

１回目：【はじめましてシート】をだしてください。 

２回目～：【じゆうらいかんめいぼ】 になまえをかいてください（げんかんにあります） 

実習生さんがきます 
 京都華頂大学より２名 ２月６日～１８日 

梅花女子大学より２名 ２月１４日～２７日 

滋賀大学より１名   ３月６日～１８日 

よろしくおねがいします。 

＊写真撮影のためにマスクをはずしています。 

mailto:tounan@kyo-yancha.ne.jp
http://www.kyo-yancha.ne.jp/tounan/
https://instagram.com/tounannosono.jidoukan.kyoto
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitnc_F8MbhAhWCGaYKHURRCGcQjRx6BAgBEAU&url=http://kids.wanpug.com/illust232.html&psig=AOvVaw1U9X_d3htRzi0Ncx6_ucwa&ust=1555032151033078
https://3.bp.blogspot.com/-KWoDv_DTebY/UWgWUHqfceI/AAAAAAAAQAM/LF-vpCh5NTA/s1600/cafe_mark.png


 

トイレの工事おわりました。 
 和式から洋式になり、壁や床は木目調のあたた

かい雰囲気にかわりました。奥には着替え・授

乳・おむつ交換ができる部屋ができました。 

＊本改修は一部、京都府の「保育等子育ち環境充

実事業」の補助を受けて実施しました。 

トイレ前 多目的トイレ（ウォシュレット） 着替え・授乳・おむつ交換スペース 男子トイレ・女子トイレ（ウォームレット） 

いっしょにあそぼう 

東寺へ初詣 1月 11 日（水）10:30-11:30 

 ２０２３年最初の「いっしょにあそぼう」は、ご近所の

世界遺産、東寺さんに初詣に行きました。 

寒いながらもいいお天気の下、広い境内や一面の砂利に大

はしゃぎのお散歩をしながら、お参りをしてきました。 

今年も一年、皆さんいっぱいあそべますように…☆ 

ヘルパーさんといっしょに 

節分おめんづくり 1 月 27 日（金）16:00-16:30 

 同じ法人「京都福祉サービス協会」の南事務所より、「ヘルパーさん

がオニのお面をかぶってご利用者さんのお家で豆まきをしたい」とお

話をもらい、小学生たちといっしょにお面のぬりえをしました。 

 訪問した時どんな様子だったか、ヘルパーさんまたおしえてね！ 

新規登録 おおまかな手順（★ウェブ ☆来館または紙ベース） 

 ★① メールアドレスを準備（Gmailなどフリーメールで OK） 

 ★② 京都市 HP（京都市情報館）または京都市の児童館 HPから申請サイトへアクセス 

 ★③ 利用する児童館名を選び、就労証明書等の添付、必要事項の入力などを行う。 

 ★④ 児童館へ面談日の予約 

 ☆⑤ 児童館にて面談 ③にて減免希望の場合は減免申請書と挙証資料を児童館に提出 

→後日、児童館より内定通知を発送（３月上旬を予定） 

 ☆⑥ 新規登録保護者説明会（３月を予定。別途ご案内します） 

【重要】2023年度学童クラブ登録について 
 今回より学童クラブ登録申請はウェブ上から進めていただくことになります。 

 お願い：登録申請に関しての電話でのお問い合わせはなるべくご遠慮ください。 

継続登録 おおまかな手順（★ウェブ ☆来館または紙ベース） 

 ★① メールアドレスを準備（Gmailなどフリーメールで OK） 

 ★② 京都市 HP（京都市情報館）または京都市の児童館 HPから申請サイトへアクセス 

 ★③ 利用する児童館名を選び、「IDとパスワード」を入力しログイン 

 ★④ 就労証明書等の添付、必要事項の入力などを行う。 

 ☆⑤ ③にて減免希望の場合は減免申請書と挙証資料を児童館に提出 

→後日、児童館より内定通知を発送（３月上旬を予定） 

＊就労証明書や保育ができない証明を写真（JPEGなど）で添付した場合は、２月１４日まで 

に原本の提出にご協力ください【新規・継続とも】。 

＊内容を判別できない写真の場合は個別に連絡させていただきます。 

申請期限 

2/14 厳守 
 

４月１日からの登録をご希望の方

は２月１４日までに右記の手順で

申請をお願いします。 

 

★②申請サイトについて 

「京都市の児童館」と検索し 

「令和５年度学童クラブ登録申請

について」をクリックして手続き

してください。 

 

注 

アプリは内定後にご案内します。

登録申請には必要ありません。 

アソビンピック 
実行
じっこう

委員
い い ん

の子
こ

どもたちと種目
しゅもく

を考
かんが

えて実施
じ っ し

しています。 

●６日（月）～１０日（金） 「キャップすくい」 

●１３日（月）～１７日（金） 「まんぽけきょうそう」 

●２０日（月）～２４日（金） 「わなげ」 

●２７日（月）～３月３日（金） 「おひなさまいれ」 

だがしデー 
16日（木）15:00～16:30 
たくさんの人

ひと

に利用
り よ う

してもらうため、ひと

り１００円
えん

でおねがいします。じどうかんで

たべることはまだできません・・ 

 

 

 

ヨルのジドウカン 
（ヨルジド） 

18日（土）18:00～20:00 
大学生・社会人スタッフと過ごす月に一度の 

夜間開館。 

 

第２０回 親子みんなでつながろう！ 
25日（土）10:30～11:30 児童館ゆうぎ室 

【事前申込制】第１子の０歳児さんおやこ が対象です。 

はじめて子育てされる方が地域の中で安心して子育てできるように、と 2003年か

ら毎年実施しているイベントです。学区の民生児童委員さんにもご参加いただ

き、みんなであそびます！児童館はじめての方ももちろん大歓迎です★ 

主催：南区子ども問題連絡会・南区社会福祉協議会 

 


