
       ぱたぽん            
                                                                                                                      

                               お外遊びが楽しい季節ですね。 

                                  園庭開放や親子でお散歩など，楽しい時間を 

                               お過ごしくださいね。 

                                  外出には，帽子と水分をお忘れなく★★★ 

                                                   

                                  今月もぱたぱた･･･ぽん！ 

                                                            届きますように！                                                                                

                                                                                 

               上京保育所 TEL 414-2351 

          「赤ちゃん広場」1６日(土) 10:00～11:00 対象：０才児と保護者 ※要予約 

 
                                  ゆっくりと赤ちゃんと触れ合ったり手遊びをしたりします。 

              離乳食の試食も用意します。準備の都合上 5/1４(木)までに要予約。 

            

               ●園庭開放もします。対象：就学前のお子さんと保護者 ※要予約● 

                  10:00～11:00 ご参加の方は、前日までに要予約。   

 

 

 

 

         信愛保育園 TEL 841-5761   

                   

                            ★★園庭開放 毎週 木曜日 10:00～11:00★★  

 

    せいしん幼児園 TEL 415-1234 

                                            ＜園庭開放＞ ２６日(火) 10:30～11:30 

                                                  対象：0～３歳児までのお子様 ※要予約 

                         ＜ひよっこサロン＞ ２２日(金) 10:30～11:30  

                                 ※今月は，第４金曜日です。 

                                                   対象：0～３歳児までのお子様 ※要予約 

                                                  場所：正親福祉会館（中立通裏門下ル） 

                                                            

 

 

                 心月保育園  TEL 241-3321  

                          『園庭開放』1６日(土) 10:00～11:30  

 

 

大宮通鞍馬口下ル新ン町 620 

智恵光院通丸太町上ル日暮西入西院町 747-２０ 

裏門通中立売下る高台院堅町 207 
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相国寺北門前下之町 703 



                  中立保育園  TEL 441-2512  

                         

                                                           

                                                                

 

       「親子でクッキング」※要予約 

                作って食べよう！                   「乳児リズム」８日（金）・１３日（水）    

           ２７日(水) 10:30～11:30                             １０：００～１０：４５             

      持ち物：コップ・お手ふきタオル          園庭開放  毎週水・金曜日 10:00～12:00  

      対象：乳幼児親子 

                                                                                                                                                               

                                      わかば園  TEL 256-2727  

          1２日(火) 母の日プレゼント作り・園庭開放 10:30～12:00 

           19 日(火) あつまれお話広場・園庭開放 10:30～12:00 

               2６日(火)  園庭開放 10:30～12:00 

         ●対象は未就園児のお子様です。 

                                          ●初めてお越しの方は登録書にご記入ください。 

 

               西陣和楽園 TEL 461-2060  

                                                                             

                   「巧枝台遊び」2７日(水) 10:00～11:00           

                    ホールで巧枝台遊びや下がり鉄棒等で，身体を 

                 いっぱい動かして遊びましょう！ 

                 持ち物：お茶    

 

               こぐま第二保育所 TEL 441-1730   

 園庭開放「すくすくこぐまっこ」月～土（日・祝日除く）毎日開催！     「こどもの日のつどい」 

 時間→午前は 9:３０～11:30  午後は 15:00～16:30           １日(金)  ９:４５～１０:00 

   持ち物：着替え・手拭きタオル・帽子・お茶など        持ち物：着替え・手拭きタオル・帽子・お茶など 

                              ※集い後，晴れていたら園庭で自由に遊びましょう！ 

                              

 

 

                 上京陵和園 TEL 462-6172  

                               

                                「施設開放」１３日(水) 10:00～11:00 

                  対象：乳幼児と保護者  ※要予約 

                                           

                   ■■ 予告：６月にはベビーマッサージを予定しています。※要予約 ■■  

西三本木通丸太町上ル上之町 488 

室町通中立売下る花立町 493 

下長者町通七本松西入る鳳瑞町 247 

※要予約 

 

帽子はい

つも 

かぶって

きてね 

 

仁和寺街道七本松西入上る二番町 194 

新町通今出川上る元新在家町 163-1 

    園庭開放 

   毎週木曜日 

 10 時～12 時 



                  北野保育園  TEL 462-6491   

                    「園庭開放」 1８日・2５日(月) 9:45～10:45 

                      ※天候不順時は保育室            

                    対象：乳幼児とその保護者   

                     内容：お友だちや保護者と一緒に園庭の遊具で遊んだり，     

                                                                                                  保育室でペープサートなどを見たりして楽しみます。 

                     子どものための美術展「森森の森展」２F ホール 

                       １２日（火）・１４日（木）・１６日（土）10:00～15:00  

                       京都市立芸術大学美術学部生による，親子で楽しんでもらえる展覧会です。                                                                    

                       鶴山保育所  TEL 231-6289                       

月 火 水 木 金 土 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

子どもの日のつどい 

10:00～10:30 

 

 

２ 

 

４ 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

６ 

 

 

 
 

 

 
 

 

７ 

 

あかちゃん広場 

おしゃべりサロン 

10:30～11:30 

 

８ 

 

公園であそぼう 

（御所児童公園） 

10:30～11:30 

 

９ 

 

 

１１ １２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

０歳児教室① 

（登録制） 

10:30～11:30 

１５ 

 

さつま芋の苗を植えよう 

10:00～10:40 
 

 

 

１６ 
 

 

 

１８ 

 

 

 

１９ 

 

０歳児教室② 

（登録制） 

10:30～11:30 

 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

 

 

 

２３ 

 

お父さんも 

いっしょデー 

「巧技台であそぼう」 

10:00～10:45 

２５ 

元気にあそぼう 
腕時計を作ろう」 

10:30～11:30 
上京社会福祉協議会 2 階 

（申込制） 

２６ 

 

給食試食会 
（申込制） 

10:30～11:30 

２７ 

 

０歳児教室③ 
（登録制） 

10:30～11:30 

 

２８ 

 

お誕生会 

11:00～ 

 

２９ 

 

 
 

 

３０ 

 

 

 

   

 

 

      かみぎょうチルドピア TEL 432-9535 

   

                        対象：上京区在住の乳幼児親子                            

                                                                                                                                                                                 毎週火・木・金 自由開放 10:00～12:00        

                                                                                   

                                                                                 

                                                                             

 ※当園にて，インフルエンザ・感染性胃腸炎など， 

  発生園児が多数見られた場合は，感染防止のため， 

  変更する場合がありますのでご了承願います。 

 

七本松通五辻上る老松町 103-60 

寺町今出川上る五丁目鶴山町 5-6 

葭屋町通中立売下る北俵町 317  上京区社会福祉協議会 

   親子半日保育体験   日 時：月～金曜日（祝日を除く） 

 参加ご希望の方は           9:30～12:00 頃 

  一週間前までに     対 象：６ヶ月頃～５歳児の親子 

  ご連絡下さい。     参加費：\300（親子２食分の給食費） 



 

 

        西陣児童館 TEL 451-8972  

      あっぷっぷ  11 日・１８日・２５日（月） 10:30～11:30 

   ぽこ・あ・ぽこ（対象：１歳児）  

          １２日・１９日・２６日（火） 10:30～11:30 

   パレード（対象：０歳児） 

           １３日・２０日・２７日（水）10:30～11:30 

          あそびの広場 7 日・１４日・２１日・２８日（木） 10:30～11:30 

          ぴこぴこ（対象：２歳児登録制） 

               毎週金曜日 10:30～11:30 ※登録募集中 

                

           ※プログラム後も１４：００までゆっくりお過ごしください。 

       

              室町児童館 TEL 414-0784   

                   ひなたぼっこ（対象：０歳児登録制） 毎週月曜日 10:30～11:30 

                ぽかぽかクラブ （対象：１歳児登録制・定員あり）毎週火曜日 10:30～11:30 

                          さんさん（sun sun）クラブ （対象：2 歳児登録制・定員あり）毎週金曜日 10:30～11:30 

                         

「Let’s リトミック」 ２７日（水）      １歳児対象：10:30～11:15 

                       ※費用： 参加費１回３００円・チケット４回１０００円    2 歳児対象：11:15～12:00  

                            ※１０分前より受付開始します。 

 「ベビーマッサージしましょう！」 １４日（木）・２８日（木）11:00～11:30 

                              赤ちゃんと一緒にゆったりとした時間を過ごしましょう！ 

                       対象：２ヶ月以上の赤ちゃん ※要予約 

                            「おはなしピッコリー」９日（土）14:00～15:00 

                       対象：乳幼児さんから小学生以上 

                               紙芝居や絵本の読み聞かせを行います。    

 

 

             上京児童館 TEL 464-4815                 

           

           「ポンポコリン」 お誕生日会 １１日（月）・２５日（月）10:30～11:30 

                                    鶴山保育所の先生とあそぼう！  

           ファミリーサポート依頼会員登録会 １９日（火）10:30～11:30  

                    ※要予約 託児あり（要予約） 

                      

                    

 

 元誓願寺通千本東入元４丁目 432 

 

今小路通御前通東入西今小路町 797 

 

室町通上立売上ル東入柳図子町 301 

モンキータイム 

「ﾐｭｰｼﾞｯｸｹｱ」 

  １６日(土) 
10:30～11:30 

 

 



 

 

幼稚園の情報 つどいの広場の情報 

あぐい幼稚園 

「園庭開放」 ８日（金）10:00～11:15 

       ２５日（月） 10:00～11:15 

対象：未就園児親子 （雨天中止） 

※ 水筒などお持ちください。 

おひさまルーム （日祝・月曜日は休み） 

１日（金）会議のため 13:30～オープン 

２日（土）こいのぼり作り 11:15～・14:30～対象：乳幼児親子 

８日（金）リトミック 14:00～ 

１２日（火）おひさまおさんぽ in 仁和公園 11:15～12:00 

 持ち物：シート 飲みもの タオル 対象：乳幼児親子 

２１日（木）キッズヘアカット 10:30～14:30  ※要予約 

費用：部分カット 300 円(20～３０分)全体カット 500 円（40～50 分） 

２２日（金）リトミック 14:00～ 

２７日（水）ベビーマッサージ 11:15～ 対象：３ヶ月～ 

費用：オイル代 100 円※３０分前までにお越しください。 

２８日（木）英語であそぼ 11:00～ 対象：乳幼児親子 

２９日（金）ヘッド＆ハンドマッサージ 対象：保護者 ※要予約 

費用：３００円 持ち物：フェイスタオル２～３枚 

 

待賢幼稚園 

「ひよっ子クラブ」10:00～11:30 対象：０～３歳児親子 

１日（金）こいのぼりをつくろう ８日（金）園庭で花束をつくろう 

１１日（月）遊戯室や保育室で遊ぼう 

１５日（金）遊戯室や園庭で遊ぼう  １８日（月）園庭で遊ぼう 

２２日（金）みんなで紙芝居をみよう ２５日（月）園庭で遊ぼう 

２９日（金）園庭で遊ぼう 

翔鸞幼稚園 

「たんぽぽ組」毎週月・水・金曜日 9:30～11:30 

１日・８日・１１日・１３日・１５日・１８日・２０日 

２５日・２７日・２９日の１０回 

対象：０～３歳児親子 ※初回のみ名札代 100 円 

担任の先生と一緒に親子で遊んだり絵本や紙芝居を見

たりしましょう。 

園庭遊びや製作遊びもしますよ。 

 まちの縁側 とねりこの家（日祝・木曜日は休み） 

 ２日（土）指圧 13:30～ ※要予約３名まで 

１１日（月）折り紙教室 随時 

１２日（火）体重測定 随時 

１６日（土）住宅相談 14:00～ 

１９日（火）お煎茶 13:00～ ※要予約 費用：300 円 

２７日（火）お誕生会 11:00～11:30 対象：親子さんどなたでも 京和幼稚園  

       「作ってあそぼう！」 

      ９日（土）10:00～12:00 

       対象：０～５歳児親子 

     ほっこりはあと出町（日祝・火曜日は休み） 

１日（金）子どもの日＆お誕生会 10:30～11:30 

     対象：乳幼児とその家族 ※要予約 費用：１００円 

７日（木）さわってあそぼう（小麦粉）10:30～11:30    

                 ※要予約 費用：１００円              

１１日（月）多言語子育て広場 10:30～11:30 無料 

１３日（水）おはなし 11:00～11:15 無料 

１４日（木）親子リトミック※要予約（各８名）無料 

①10:30～11:00(2・３才) ②11:10～11:40（０・１才） 

１５日（金）ばあばとあそぼう 10:30～11:30 無料 

１６日（土）英語であそぼう ※要予約（各７名）無料 

            ①10:45～11:15 ②11:20～11:50 

20 日（水）子連れヨガ 10:15～11:15※要予約（１５名）500 円 

２１日（木）歌あそび 11:00～11:15 無料 

２２日（金）離乳食講座 11:00～11:30 ※要予約 無料 

２８日（木）身体測定 ～終日～ 無料 

京極幼稚園 

 「ひよこ組」０～３歳児親子 9:30～11:30 初回のみ 500 円         

７日（木）親子で仲良し遊び 

１２日・19 日・26 日（火）絵本を楽しもう 

２１日（木）親子で仲よし遊び 

乾隆幼稚園 

  「さくらんぼクラス」対象：0～５歳児親子 

11 日・18 日・25 日（月）9:30～11:30 

13 日・２７日（水）9:30～11:30 

20 日（水）「あすなろ服話術」公演 9:30～11:30 

  誕生会・折り紙・園庭遊び・歌を歌おうなど。 

           みつば幼稚園 

「ひよこ組」対象：0～３歳児親子 名札代 初回のみ３００円 

 １２日（火）・２０日（水）・２６日（火） 9:30～11:30 



  

 

 

  

あぐい幼稚園  441-3426 大宮通寺之内上る三丁目東入新ン町 599-1 

北野幼稚園  463-0111  御前通一条下る東堅町 135 

京和幼稚園  811-0582  下立売通御前通西入下る行衛町 439-2 

浄福寺幼稚園  441-0836  浄福寺通一条上る笹屋町二町目 601 

聖ドミニコ学院京都幼稚園  256-2128  河原町通今出川梶井町 448       

寺之内幼稚園  441-5303  寺之内通新町西入妙顕寺前町 515-2 

同志社幼稚園  251-4391  寺町通今出川西入上る常盤井殿町 543-1 

ひまわり幼稚園  801-3921  西堀川通竹屋町上る下堀川町 164 

京極幼稚園  231-6696  塔ノ段藪ノ下町 428                     

みつば幼稚園  441-3752  小川通今出川下る針屋町 370 

待賢幼稚園  841-3200  丸太町通黒門東入藁屋町 536-1 

乾隆幼稚園  441-0406  姥ｹ寺之前町 919-3 

翔鸞幼稚園  461-3642  御前通今出川上る鳥居前町 671  

ほっこりはあと出町  708-7736  桝形通出町西入上る相生町 98 

おひさまルーム   464-7439   千本通百万遍町 89 ツナムラ整体 2F  

まちの縁側「とねりこの家」  431-7600   一条通り新町西入元真如堂 370 

成逸ひよこクラブ 

成逸会館 2 階 

 431-5019 

＜熊井さん＞ 

堀川通寺之内二丁目下天神町 650-1  成逸会館 2 階 

                  ※毎月第2木曜日 10:00～12:00 開催 

乾隆すくすくクラブ 

乾隆会館 

 お問い合わせは 

子ども支援センター 

千本寺之内東入姥ケ寺之前町  乾隆会館 2 階 

 5 月はお休みです。  ※毎月第 1 金曜日 9:30～11:00 開催 

西陣親子ふれあい広場 

元・西陣小学校(多目的ルーム) 

 462-1230 

 ＜ 京
みやこ

ﾍﾞﾋﾞｰﾊｳｽ＞ 

上京区上立売通堀川西入  元 西陣小学校 2 階 多目的ルーム       

                 ※毎月第 2 日曜日 10:30～12:00 開催 

嘉楽パンダクラブ 

嘉楽中学校(ふれあいルーム) 

 451-4379 

 ＜岡さん＞ 

今出川通千本東入般舟院前町 148  嘉楽中学校 ふれあいルーム 

 5 月はお休みです。 ※毎月第 1 土曜日  10:00～12:00 開催 

桃薗ももクラブ 

西陣中央小学校・和室 

 451-5785 

 ＜宮里さん＞ 

笹屋町通大宮西入ル桝屋町 607  西陣中央小学校 和室 

                  ※毎月第 3 日曜日 10:30～12:00 開催 

聚楽エンジェル 

上京区社会福祉協議会 2 階 

 431-1948 

＜青山さん＞ 

葭屋町通中立売下る北俵町 317  元 聚楽小学校 2 階（社協） 

                    ※毎週水曜日 10:00～12:00 開催    

滋野くさひばり 

元・滋野中学校 

  お問い合わせは 

子ども支援センター 

西洞院下立売下ル東裏辻町 402  元 滋野中学校１階子育てﾙｰﾑ   

                   ※毎週水曜日 10:00～12:00 開催 

春日にこにこサロン 

元・春日小学校 2 階 

  お問い合わせは 

 子ども支援センター 

河原町丸太町角  元 春日小学校 ディケアセンター２階 

               ※毎月第１・３木曜日 10:00～12:00 開催 

待賢ひよっ子クラブ 

待賢幼稚園 

 841-5526 

＜原さん＞ 

丸太町通黒門東入藁屋町 536-1  待賢幼稚園内 

                 ※毎週月・金曜日 10:00～11:00 開催 

仁和子育てわくわくサロン 

仁和老人ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾝﾀｰ 

 463-0627 

＜河島さん＞ 

御前通一条下ル東堅町 132-1  仁和老人ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

        ※毎月第２月曜・第４水曜 10:00～12:00 開催 

正親ひよっこサロン 

正親福祉会館 

 415-1234 

  ＜せいしん幼児園＞ 

裏門通中立売下る  正親福祉会館  

                 ※毎月第３金曜日 10:30～11:30 開催 

○注  

学区のサロンや 

サークル・クラブ 

など････ 

開催日が変更や 

中止になる場合が 

あります。 

 

 



    今日はどこいこ！ 

    子育て支援情報がスマホでいつでも・どこでも手軽に入手できる    

   京都市子育てアプリ 

         「京都はぐくみアプリ」 配信中！ 

 「京都はぐくみアプリ」って，何？ 

 京都はぐくみアプリは，子育て関連のイベントや，子育て支援施策の情報を手軽に入手することが

できるお役立ちアプリです。 

 

 子育て関連イベントの最新情報を配信  

 利用地域（区・支所単位）やお子さんの年齢を登録すれば，子育て関連イベントの最新情報を毎日

１回お届けします。 

 情報は，妊婦さん，乳幼児親子さん，小学生，中学生向けまで幅広く配信します。 

 

 行先を地図から調べてナビで案内 

  地図画面からも，イベント情報が確認できます。 

  行きたい施設・場所にはナビゲーション機能で道案内ができますので，はじめて訪れる場所でも安

心です。 

 

 成長を記録できる日記機能 

 子どもさんの成長を記録できる日記機能があります。 

 お子さんの身長・体重をグラフで表示したり，撮影した写真をスライド 

ショーで見ることができます。 

 

 「知りたい」「調べたい」にこたえる検索機能 

  パパ・ママの視点で分かりやすく分類した１１のカテゴリーやキーワードで検索することができま

す。アプリのダウンロードはこちらからどうぞ! 

 http://www.kyoto-kosodate.jp/app         

                                                          
 

 

 


