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冬 号

こどもみらい館だより京都市子育て支援総合センター

平成１１年12月

オープニングイベント

12月23日正午～27日

開　催
URL http://www.city.kyoto.jp/kyoiku/youkyo

京都市子育て支援総合センターこどもみらい館

京都市子育て支援総合センター

こどもみらい館シンボルマーク

〒６０４-０８８３　京都市中京区間之町通竹屋町下る
TEL075-254-5001   FAX075-212-9909

子育てなんでも相談
こどもみらい館では,子育てに関するさまざまな相談を受け付けます。

気軽にご相談ください。（無料）

平成12年1月5日（水）より

こども元気ランドでの相談 
こども元気ランドで子どもが遊ぶようすを見ながら市民ボランティ
アや専門家が気軽な相談に応じます。

・午前9時～午後5時

・午前9時～午後8時　＊日・祝日は午後5時まで

・午前9時～午後8時
＊日・祝日は午後5時まで

来所による相談

健康・心理などについて,医師,心理カウンセラー,保育士,教員などの
専門家が相談にあたります。

〈要予約　TEL254-8993〉

〈電話相談専用　TEL257-5560〉
乳幼児の子育ての疑問や悩みに電話でお応えします。

こ こ ろ ま る

は ぐ く み

■日時    
・1月　8日（土）10:00～12:00
・1月16日（日）10:00～12:00
・1月22日（土）14:00～16:00
・1月30日（日）14:00～16:00

凧を作ろう

〈各回,内容は同じ〉 〈各回,内容は同じ〉

■日時    
・1月　9日（日）10:00～12:00
・1月15日（土）10:00～12:00
・1月23日（日）14:00～16:00
・1月29日（土）14:00～16:00

コマを作ろう ●場　　所　3階工作実習室
●対　　象　幼児とその保護者
●実　　費　200円（子ども1人）
●申込方法　事前に電話で,こどもみらい館
　　　　　　（1254-5001）事業係まで。
●定　　員　各回,いずれも先着20組

「子育ての井戸端会議」に
あなたも参加しませんか。

育児の情報交換の場

日頃の子育てについて，みんなで何でも自由に語り合いましょう。
お子さんも一緒に気軽に来てください。

■日　　時� 1月20日（木）　10:00～
� 1月27日（木）　10:00～
■場　　所� 2階　第3研修室（和室）
■対　　象� 乳幼児を持つ保護者
■参 加 費 � 無料
■申込方法� 事前申込はいりません。当日,会場へ直接お越しください。
�

子育てパワーアップ講座いよいよ開講!!
親子が一緒にスキンシップを図りながら共に楽しんだり,育児について学ぶ講座です。
1月は,みんなで凧やコマを作って遊びます。皆さんの参加をお待ちしています。

子育ての楽しさ再発見！

こどもみらい館の開館にあたってこどもみらい館の開館にあたって
　この度,多くの関係団体や市民の皆様の御協力を

得て,「京都市子育て支援総合センターこどもみら

い館」が開館する運びとなり,誠に喜びにたえませ

ん。

　こどもみらい館は,「子育てなんでも相談」先進

的な「研究」,「研修」,更には,子育て図書館やイ

ンターネット・各種講座などの「情報発信」の4

つの機能を柱とし,保育所・幼稚園,私立・市立・国

立の垣根を越えた全国的にも例を見ない「子育て

支援の中核施設」であります。

　また,各種子育て支援事業の実施におきましては,

次代を担う子どもたちの健やかな成長を願う多数

のボランティアの方々に参画いただくなど,市民の

皆様とのパートナーシップによる画期的な運営を

実現した施設であります。

　今後とも京都に住み,子育てをして良かったと実

感できる「子育て支援都市・京都」の実現に向け,

多くの市民の皆様が気軽に訪れ,交流する子育てネ

ットワークの核として,こどもみらい館が大いに活

用されることを願っております。

　結びに,こどもみらい館の開館に当たり,御支援,

御協力をいただきました皆様方に深く感謝致しま

すとともに,これからも,皆様の温かいお力添えを賜

りますよう心からお願い申し上げます。

こども元気ランド 子育て図書館



「こども元気ランド」でも

　　　　　　　　遊べるよ

〒６０４-０８８３　京都市中京区間之町通竹屋町下る
　　　　　　（1 254-5001）
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京都市子育て支援総合センター

こどもみらい館

「こども元気ランド」でも

　　　　　　　　遊べるよ

・大型紙芝居
　13:00～14:00

・絵本の読み聞かせ
　15:00～16:00 ・大型紙芝居

　14:00～15:00 ・大型紙芝居
　①10:30～11:30　②15:00～16:00

・折り紙教室
　講師：日本折紙協会理事　高木智氏
　①13:00～13:50　②15:10～16:00

・絵本の読み聞かせ
　13:00～14:00

・おもちゃがいっぱいコーナー（協力：京都YMCA）
　10:00～17:00

・作って遊ぼうコーナー（カレンダーを作ろう）
　10:00～12:00

人形劇
「かたっぽかたっぽどこいった？」＆
「おかしなおかしなパペットショー」

■講師
　俳優 増岡 弘氏

■受講申込締切日
12/24（当日消印有効）

■受講申込締切日
平成12年 1/10（当日消印有効）

・絵本の読み聞かせ
　13:00～14:00

・おもちゃがいっぱいコーナー（協力：京都YMCA）
　10:00～17:00

・作って遊ぼうコーナー（カレンダーを作ろう）
　10:00～17:00

・缶バッチコーナー（お子さんの写真などを持ってきてネ！）
　10:00～17:00

・缶バッチコーナー（お子さんの写真などを持ってきてネ！）
　10:00～17:00

・缶バッチコーナー（お子さんの写真などを持ってきてネ！）
　10:00～17:00

・大型紙芝居
　①10:30～11:30
　②15:00～16:00 ・大型紙芝居

　①10:30～11:30　②14:00～15:00

・絵本の読み聞かせ
　13:00～14:00

こども映画会
　①11:00～
　　赤ずきんちゃん・なしうり仙人（ビデオ22分）
　　うさぎとかめ（16ミリ9分）
　　はだかの王様（ビデオ22分）

　②13:00～
　　トピーくん（ビデオ16分）
　　ラーメンてんし（16ミリ22分）

　　長靴をはいた猫（ビデオ22分）
　③15:00～
　　7匹のこやぎ（ビデオ11分）
　　大きなかぶ（16ミリ21分）
　　三枚のお札（ビデオ10分）
　　年神様とお正月（ビデオ10分）　

●期間中、各階ロビーにて「子ども絵画展」と
　「乳幼児の事故防止展」を特別展示しています。

■講師
　小児科医・作家 毛利 子来氏

テーマ

たぬき先生からの
「子育てメッセージ」

テーマ
―マスオの子育て考―

サザエさん一家は

幸福みつけの達人ぞろい

テーマ

子育ての文学

※受講申込みはすでに
締め切らせていただきましたが、
定員200名に満たない場合は
受け付けております。
「こどもみらい館」
1254-5001
までお問い合せください。

開 館 記 念 講 演

●プロフィール 
開業医。母子保健と育児の問題を研究。
子育ての著書多数。著書に『いま,子
を育てること』『若い父母へのメッセ
ージ』『たぬき先生の小児科ノート』
『親と子,ないしょの話』子どもの健
康誌『ちいさい・おおきい、よわい・

●プロフィール
「サザエさん」のマスオさん役でお馴染み
の人気声優。文化学院美術科卒業。舞台美
術関係の仕事から役者に転向,アニメや洋
画の吹き替えなど声優として活躍。
�☆「マスオの家庭教育考」「家庭教育『サ
ザエさん』を通して」「大人になったら子
どもになろう～青少年健全育成」など,多
岐にわたる。全国的に知られた,フグタマ
スオの声優として,親しみやすく,本当の言
葉で話す講演は,笑いが多く,楽しいと,大好評。

●プロフィール
作家・坪田譲治氏に師事。松谷みよ
子民話研究室主宰。国際アンデルセ
ン優良賞受賞（1960年）。『ちいさ
いモモちゃん』で野間児童文芸賞受
賞（1964年）。『モモちゃんとアカ
ネちゃん』で赤い鳥文学賞受賞（1975
年）。『あの世からの火』で小学館

14:00～16:00

たねき

しあわせ

■講師

　作家 松谷 みよ子氏

（祝）
14:00～16:00

平成
12年

（日）
14:00～16:00

（日）

☆申込方法／往復はがきに,希望日・住所・氏名・
　電話番号を明記のうえ,下記までお申し込みください。
☆申込先／こどもみらい館　
　〒604-0883　京都市中京区間之町通竹屋町下る
※各・定員200名,応募者多数の場合は抽選となります。

祝い餅つき
協力：ボーイスカウト＆
� ガールスカウト
� 11:00頃 

・おもちゃがいっぱいコーナー（協力：京都YMCA）
　10:00～17:00

・作って遊ぼうコーナー（パズルを作ろう）
　10:00～17:00

・絵本の読み聞かせ
　13:00～14:00

10

23（祝）

24（金）

25（土）

26（日）

27（月）

11 12 13 14 15 16 17

人形劇/くわえ・ぱぺっと

お話もも組の会

オルゴール/
キコーオルゴール

祝い餅つき（屋外）

人形劇「くわえぱぺっと」

作って遊ぼうコーナー（カレンダー作り）

人形劇「くわえぱぺっと」

大型紙芝居

大型紙芝居

大型紙芝居

大型紙芝居 大型紙芝居

大型紙芝居

大型紙芝居

大型紙芝居

おもちゃがいっぱいコーナー/作って遊ぼうコーナー（パズル作り）/缶バッチコーナー

子どもの絵画展＆乳幼児の事故防止展

おもちゃがいっぱいコーナー/作って遊ぼうコーナー（カレンダー作り）/缶バッチコーナー

子どもの絵画展＆乳幼児の事故防止展

子どもの絵画展＆乳幼児の事故防止展

おもちゃがいっぱいコーナー/缶バッチコーナー

子どもの絵画展＆乳幼児の事故防止展

手づくり楽器コンサート

影絵・パネルシアター オルゴール演奏会

こども映画会 こども映画会 こども映画会

オルゴール演奏会影絵・パネルシアター

手づくり楽器コンサート

絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせ

折り紙教室 折り紙教室

絵本の読み聞かせ

記念講演　毛利子来氏

子どもの絵画展＆乳幼児の事故防止展

手作り楽器コンサート/音楽劇団てんてこ

手作り楽器コンサート

音楽劇団：てんてこ

「ドレミファ探検隊」

劇団：くわえ・ぱぺっと
　①10:30～11:30　②14:00～15:00

①13:00～14:00

②15:00～16:00

オルゴール演奏会
〈キコーオルゴール〉
　①13:00～13:40頃
　②15:00～15:40頃

影絵・
パネルシアター
お話もも組の会
　①11:00～11:40頃
　②14:00～14:40頃

（時）



人権の　話題作りは　家庭から
この冊子は再生紙を使用しています。

子育てなんでも相談
こどもみらい館では,子育てに関するさまざまな相談を受け付けます。

気軽にご相談ください。（無料）

平成12年1月5日（水）より

こども元気ランドでの相談 
こども元気ランドで子どもが遊ぶようすを見ながら市民ボランティ
アや専門家が気軽な相談に応じます。

・午前9時～午後5時

・午前9時～午後8時　＊日・祝日は午後5時まで

・午前9時～午後8時
＊日・祝日は午後5時まで

来所による相談

健康・心理などについて,医師,心理カウンセラー,保育士,教員などの
専門家が相談にあたります。

〈要予約　TEL254-8993〉

〈電話相談専用　TEL257-5560〉
乳幼児の子育ての疑問や悩みに電話でお応えします。

こ こ ろ ま る

は ぐ く み

■日時    
・1月　8日（土）10:00～12:00
・1月16日（日）10:00～12:00
・1月22日（土）14:00～16:00
・1月30日（日）14:00～16:00

凧を作ろう

〈各回,内容は同じ〉 〈各回,内容は同じ〉

■日時    
・1月　9日（日）10:00～12:00
・1月15日（土）10:00～12:00
・1月23日（日）14:00～16:00
・1月29日（土）14:00～16:00

コマを作ろう ●場　　所　3階工作実習室
●対　　象　幼児とその保護者
●実　　費　200円（子ども1人）
●申込方法　事前に電話で,こどもみらい館
　　　　　　（1254-5001）事業係まで。
●定　　員　各回,いずれも先着20組

「子育ての井戸端会議」に
あなたも参加しませんか。

育児の情報交換の場

日頃の子育てについて，みんなで何でも自由に語り合いましょう。
お子さんも一緒に気軽に来てください。

■日　　時� 1月20日（木）　10:00～
� 1月27日（木）　10:00～
■場　　所� 2階　第3研修室（和室）
■対　　象� 乳幼児を持つ保護者
■参 加 費 � 無料
■申込方法� 事前申込はいりません。当日,会場へ直接お越しください。
�

子育てパワーアップ講座いよいよ開講!!
親子が一緒にスキンシップを図りながら共に楽しんだり,育児について学ぶ講座です。
1月は,みんなで凧やコマを作って遊びます。皆さんの参加をお待ちしています。

子育ての楽しさ再発見！


