
時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

 9:30～12:00
14:00～16:30

園庭開放わくわく広場
（鶴山保育所）

鶴山保育所 0歳～5歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

日祝以外の毎日開催！！
親子で保育所の園庭や室内で自由に遊びます。
お茶・着替え・タオルなどお持ちください。

9:30～11:30
園庭開放

（聖ドミニコ学院京都幼稚園）
聖ドミニコ学院
京都幼稚園

未就園児 無料
聖ドミニコ学院
京都幼稚園
（256-2128）

13日（火）以外の火曜日と木曜日に実施しています。

ぱたぽん　10月号　上京子ども支援センター情報誌　２０１５・10・１　発行
今月もぱたぱた・・・ぽん！　ぱたぽんがみなさんのお手元に届きますように・・・。

＜発行＞京都市上京区今出川通室町西入掘出シ町２８５　上京福祉事務所内　上京子ども支援センター
　　　　　　電話：４４１－５１０９　FAX：４４１－７２１１　ホームページ：http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000045142.html

　　　　　　開設時間：１０時～１６時３０分　（土曜・日祝・年末年始は除く）

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」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アプリです。

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

                                                         上京えんじぇる“ぎゅうっと”ひろば
                                                  ～すくすく子育てやっとこ講座～を開催します。
　　　　　　　　　　　　「すくすく子育てのカラーマジック！手にとるものでわかる子どもの気持ち、親の気持ち」
　　　　　　　　乳幼児の子育て真最中の親御さん、お子さんの気持ちが分からずにイライラしたり、ストレスを
　　　　　　　　感じたことはありませんか？
　　　　　　　　この度、「手にとった色でご自分やお子さんの気持ちに気づき、親と子のコミュニケーション
　　　　　　　　を円滑にしょう」をテーマとした講座を開催します。
　　　　　　　　ぜひ、ご参加ください。

　　　　　　　　日　時：１０月３０日（金）１０：３０～１２：００
　　　　　　　　会　場：上京区総合庁舎　４階　大会議室
　　　　　　　　講　師：楽美Color　ストレスマネジメント＆ヘルス
　　　　　　　　　　　　　コミュニケーショントレーナー　川西　未来子　氏
　　　　　　　　対　象：０～３歳児の保護者
　　　　　　　　定　員：３０組（先着順）　※お子さんは全員、保育いたします。保護者のみの参加もできます。
　　　　　　　　申込み：10月20日（火）から京都いつでもコールで受付します。
　　　　　　　　　　　　　☎075-661-3755  FAX075－661－5855　年中無休　8：00～21：00
　　　　　　　　　　　　 「すくすく子育てやっとこ講座」申込みとお伝えください。
　　　　　　　　参加費：無料
　　　　　　　　主　催：上京区役所（福祉部支援保護課）・上京区赤ちゃんお祝い訪問プロジェクト実行委員会

1日 (木)～
31日 (土)

 

 



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:00～12:00 園庭開放（西陣和楽園） 西陣和楽園 0歳～5歳 無料
西陣和楽園
（461-2060）

毎週木曜日 10:00～12:00

10:00～12:00 春日にこにこサロン 元・春日小学校２階 乳幼児親子 無料
上京子ども支援

センター（441-5109）
※毎月第１・３木曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30 あそびの広場（西陣児童館） 西陣児童館 0歳～5歳 無料
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう

11:00～ 一緒に遊ぼ（おひさまルーム） おひさまルーム 乳幼児親子 無料
おひさまルーム

（464-7439）
西陣児童館さんが遊びに来てくれます。

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京極幼稚園 0～3歳児親子
※初回のみ

500円
（登録料）

京極幼稚園
（231-6696）

絵本を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

園庭であそぼう

11:00～11:15 おはなし（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児とその家族 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

13:30～ おひさまルーム おひさまルーム 乳幼児親子 無料
おひさまルーム

（464-7439）
会議のため13:30～　オープン

9:30～11:00 乾隆すくすくクラブ 乾隆会館２階 乳幼児親子 無料
上京子ども支援

センター（441-5109）
※毎月第１金曜日9:30～11:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

10:30～11:30
さんさん(SAN SAN)
クラブ（室町児童館）

室町児童館 2歳児（定員25名） 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児（定員２５名）登録制

10:30～11:30 上京えんじぇる　“ぎゅうっと”ひろば
上京区総合庁舎

大会議室

首の座った3ケ月頃
～

２歳までのお子さん
と保護者

無料
鶴山保育所
（231-6289）

ベビーダンス　
お子さんを抱っこしたまま、リズムにのってステップを
踏んで楽しむベビーダンスです。
講　師：小堀　美沙紀　氏　（日本ベビーダンス協会
          インストラクター）
対　象：首の座った3ケ月頃～２歳までのお子さんと
　　　　　保護者　25組
持ち物：抱っこひも・体温計・ボールペン・
　　　　　汗ふきタオル・お茶など
申込み：鶴山保育所（２３１－６２８９）
場　所：上京区総合庁舎　4階　大会議室
※動きやすい服装と靴でお越しください。
※妊婦の方の参加はできません。

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

待賢幼稚園運動会
※雨天の場合は4日

10:00～12:00 嘉楽パンダクラブ 西陣児童館 乳幼児親子 無料
竹本さん

（090-1145-8893）
児童館にてミニ運動会
場所は西陣児童館です。

10:00～16:00
おひさまルームデコ
（おひさまルーム）

おひさまルーム 乳幼児親子 無料
おひさまルーム

（464-7439）
季節の飾り付けをします。
終日開催しています。

10:30～ ミニミニ運動会（西陣児童館） 西陣児童館 0歳～5歳 無料
西陣児童館
（451-8972）

嘉楽パンダと合同です。

9:00～12:00 運動会（信愛保育園） 二条城北小学校 0歳～5歳 無料
信愛保育園
（841-5761）

地域の子ども達の参加競技もあります。
ぜひ，お越しください。
※場所：二条城北小学校

9:00～12:00 運動会（上京保育所） 天神公園
就学前のお子さん

と保護者
無料

上京保育所
（414-2351）

運動会をします。見学自由です。
※場所：天神公園

2日 (金)

1日 (木)

3日 (土)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

9:00～12:30 運動会（北野保育園） 翔鸞小学校 乳幼児と保護者 無料
北野保育園
（462-6491）

園児たちの鼓隊パレード・ポンポンダンス・
組立体操・かけっこ等，それぞれの年齢なら
ではの競技をご観覧ください。
一般乳幼児と保護者のかけっこも予定して
おりますのでご参加ください。
※天候不順の場合は４日

9:30～11:30
すくすくこぐまっこ・
ぷちうんどうかい

（こぐま第二保育所）
梅屋公園広場 0歳～2歳 無料

こぐま第二保育所
（441-1730）

おともだち競争もあるので，ぜひ遊びに来て
くださいね。中京のこぐま保育園と合同です。
会場：梅屋公園広場

9:30～12:15 秋の運動会（北野幼稚園） 北野幼稚園
未就園児と
その保護者

無料
北野保育園
（462-6491）

11時過ぎ頃、未就園児のレースを予定しています。
ぜひ、ご参加くださいね。
雨天4日

13:30～14:30 指圧（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
保護者の方が

対象です。
無料

とねりこの家
（431-7600）

※要予約
対象：保護者の方

4日 (日) 9:00～12:00 運動会（わかば園） わかば園 0歳～5歳 無料
わかば園

（256-2727）
地域の方の親子競技あります。

10:00～16:00 折り紙教室（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
0歳～5歳 無料

とねりこの家
（431-7600）

随時開催
みんなきてね★★

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館 妊娠中～0歳 無料
上京児童館
（464-4815）

自由あそび

10:30～11:30
（時間内で
自由に）

ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 無料
室町児童館
（414-0784）

※登録制（常時登録できます）

11:00～11:15 うた（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児とその家族 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

幼稚園のお兄さん、お姉さんと一緒に遊びましょう。
在園児と一緒に歌をうたったり、絵本を見たりします。
※初回のみ名札代118円

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

14：00～15:00
わらべうたベビーマッサージ

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 乳幼児親子 300円

ほっこりはあと出町
（708-7736）

※要予約
※費用３００円

10:00～16:00 体重測定（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
乳幼児親子 無料

とねりこの家
（431-7600）

随時開催

10:30～11:00 銭太鼓（鶴山保育所） 鶴山保育所 0歳～5歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

盛隆会さんによる銭太鼓の演奏を聞いて
楽しみましょう。

10:30～11:30 あそびの広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さん対象の自由遊びのひろば
11:15～ふれあいあそび、読み聞かせをします。
ランチタイムもあるよ。

10:30～11:30 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 0歳～3歳 無料
せいしん幼児園

（415-1234）
お気軽にお越しください。
※雨天中止

10:30～11:30
おひさまおさんぽ

in辰巳公園（おひさまルーム）
おひさまルーム 乳幼児親子 無料

おひさまルーム
（464-7439）

公園デビューをお手伝いします。お外で
思いっきりあそびましょう！
持ち物：飲み物、敷物、タオルなど
※雨天９日

10:30～11:45 お散歩に行こう（とねりこの家）
京都御苑

出水の小川周辺
乳幼児親子 無料

とねりこの家
（431-7600）

御所　出水の小川周辺
※現地集合

10:30～12:00 園庭開放（わかば園） わかば園 0歳～5歳 無料
わかば園

（256-2727）

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） みつば幼稚園 0歳～3歳
※初回のみ
名札代300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ひよこ組のいつものお遊び
※費用（初回名札代）300円

5日 (月)

3日 (土)

6日 (火)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

6日 (火) 10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児（定員30名） 無料
室町児童館
（414-0784）

1歳児（定員30名）登録制
※定員を満たしたため，募集を終了します。

10:00～12:00 滋野くさひばり
元・滋野中学校

（１階子育てルーム）
乳幼児親子 無料

上京子ども支援
センター（441-5109）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～12:00 聚楽エンジェル
上京区社会福祉

協議会２階
乳幼児親子 無料

青山さん
（431-1948）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30 パレード（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう

11:15～
親子のふれあいマッサージ

（おひさまルーム）
おひさまルーム

3ヶ月～
ハイハイする
までの乳児

100円
おひさまルーム

（464-7439）

※対象：３ヶ月～ハイハイするまでの乳児
※費用：100円　
※持ち物：バスタオル・飲み物・
※オイルのパッチテストをします。30分前までに
お越しください。

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

ラディッシュの種を蒔きましょう。
一人一鉢ずつ種を蒔き、育てていただきます。
親子で生長を楽しんでくださいね。
※初回のみ名札代118円

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

（1歳児）10:30
～11:15

（2歳児）11:15
～12:00

Let's　リトミック
（室町児童館）

室町児童館
乳幼児親子
（1歳児～
2歳児）

1回300円
チケット4回

1000円

室町児童館
（414-0784）

対象：1歳児（10:30～11:15）、2歳児（11:15～12:00）
予約：不要
参加費：1回300円・チケット4回１０００円

10:30～11:30
１歳児教室はじまるよ

（鶴山保育所）
鶴山保育所 1歳～2歳 無料

京都市鶴山保育所
(231-6289)

親子で一緒に遊んだり手作りおもちゃを作ったり、
子育てについて学びながら楽しい時間を過ごしま
せんか？
（10/7・10/15・10/23・10/28・11/5・11/12）
対象：H25年4月2日～H26年4月1日生まれの
お子さんと保護者　８組程度　※要予約

10:00～12:00 園庭開放（西陣和楽園） 西陣和楽園 0歳～5歳 無料
西陣和楽園
（461-2060）

毎週木曜日 10:00～12:00

10:00～12:00 成逸ひよこクラブ 成逸会館２階 乳幼児親子 無料
熊井さん

（431-5019）

自由遊びとおしゃべり
ブランコ、すべり台があります。
今月は第２木曜日に実施しています。

11:00～11:30
ベビーマッサージしましょ♪

（室町児童館）
室町児童館

2ヶ月以上の
赤ちゃん

無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２ヶ月以上の赤ちゃん
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。

10:40～ 出張マミスク（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児の親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

足立病院子育て支援事業　竹本先生が
マッサージ、抱っこ、おんぶ、体幹を強くする
遊びを教えてくださいます。
※要予約　定員25組

10：30～11:00
（2・3才）

11：10～11:40
（0・1才）

親子リトミック
（ほっこりはあと出町）

ほっこりはあと出町 乳幼児親子 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

※要予約
10：30～11:00（2・3才）
11：10～11:40（0・1才）

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

ミニ運動会

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

10:30～11:30
さんさん(SAN SAN)
クラブ（室町児童館）

室町児童館 2歳児（定員25名） 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児（定員２５名）登録制

10:45～11:15
11:20～11:50

英語であそぼう
（ほっこりはあと出町）

ほっこりはあと出町
乳幼児親子と

その家族
無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

10:45～11:15
11:20～11:50
※要予約

7日 (水)

8日 (木)

9日 (金)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:00～11:30 園庭開放（心月保育園） 心月保育園 0歳～5歳 無料
心月保育園
（241-3321）

14:00～15:00
おはなしピッコリーお話会

（室町児童館）
室町児童館

乳幼児さん
から小学生

無料
室町児童館
（414-0784）

紙芝居や絵本の読み聞かせを行います。
お気軽にご参加ください。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） みつば幼稚園 未就園児親子
※初回のみ
名札代300円

みつば幼稚園
（441-3752）

運動会
未就園児さんのかけっこプログラムがあります。
※費用（初回名札代）300円

9:30～12:15
運動会

（聖ドミニコ学院京都幼稚園）
聖ドミニコ学院
京都幼稚園

未就園児 無料
聖ドミニコ学院
京都幼稚園
（256-2128）

※雨天の場合は12日（月）です。
未就園児の競技は10時前後にあります。

13:30～14:30 アロママッサージ（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
保護者の方が

対象です。
200円

とねりこの家
（431-7600）

※要予約　　２００円
対象：保護者の方

12日 (月) 10:00～12:00 仁和子育てわくわくサロン
仁和老人

ディサービスセンター
乳幼児親子 無料

河島さん
（463-0627）

※毎月第２月曜・第４水曜10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:15～10:45
おはなしはじまるよ♪

（鶴山保育所）
鶴山保育所 0歳～5歳 無料

鶴山保育所
（231-6289）

京極学区の民生委員さんと主任児童委員さん
手作りの大型紙芝居を見て、親子で楽しい
ひと時を過ごしましょう。

10:30～11:30 あそびの広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さん対象の自由遊びのひろば
11:15～ふれあいあそび、読み聞かせをします。
ランチタイムもあるよ。

10:30～12:00 園庭開放（わかば園） わかば園 0歳～5歳 無料
わかば園

（256-2727）

14:30～
親子のふれあいマッサージ

（おひさまルーム）
おひさまルーム

3ヶ月～
ハイハイする
までの乳児

100円
おひさまルーム

（464-7439）

※対象：３ヶ月～ハイハイするまでの乳児
※費用：100円　
※持ち物：バスタオル・飲み物
※オイルのパッチテストをします。
30分前までにお越しください。

10:00～11:00 施設開放（上京陵和園） 上京陵和園 乳幼児と保護者 無料
上京陵和園
(462-6172)

※要予約　詳細は，上京陵和園（462-6172）まで

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児（定員30名） 無料
室町児童館
（414-0784）

1歳児（定員30名）登録制
※定員を満たしたため，募集を終了します。

10:00～12:00 滋野くさひばり
元・滋野中学校

（１階子育てルーム）
乳幼児親子 無料

上京子ども支援
センター（441-5109）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～12:00 聚楽エンジェル
上京区社会福祉

協議会２階
乳幼児親子 無料

青山さん
（431-1948）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児親子 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：乳幼児さん　自由参加です。
トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。

10:30～11:30 パレード（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

鶴山保育所の先生とあそぼう

11:15～
14:30～

大人のための読み聞かせ おひさまルーム 保護者の方対象 無料
おひさまルーム

（464-7439）
11:15～・14:30～

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

歌や踊りで遊びましょう。
※初回のみ名札代118円

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） みつば幼稚園 0歳～3歳
※初回のみ
名札代300円

みつば幼稚園
（441-3752）

京都教育大学のお姉さんたちによる
パネルシアターなど。
※費用（初回名札代）300円

10：30～11:30
さわってあそぼう

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 乳幼児とその家族 100円

ほっこりはあと出町
（708-7736）

紙粘土
※要予約
※費用100円

15日 (木) 10:00～12:00 園庭開放（西陣和楽園） 西陣和楽園 0歳～5歳 無料
西陣和楽園
（461-2060）

毎週木曜日 10:00～12:00

10日 (土)

13日 (火)

14日 (水)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:00～12:00 春日にこにこサロン 元・春日小学校２階 乳幼児親子 無料
上京子ども支援

センター（441-5109）
※毎月第１・３木曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30 あそびの広場（西陣児童館） 西陣児童館 0歳～5歳 無料
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京極幼稚園 0～3歳児親子
※初回のみ

500円
（登録料）

京極幼稚園
（231-6696）

絵本を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

9:45～10:00
すくすくこぐまっこ・
青空ライブラリー

（こぐま第二保育所）
こぐま第二保育所 0歳～5歳 無料

こぐま第二保育所
（441-1730）

絵本・紙芝居など
※雨天時は室内で行います。

11:00～15:00
ヘッド＆ハンドマッサージ

（おひさまルーム）
おひさまルーム 保護者の方対象 300円

おひさまルーム
（464-7439）

※要予約　保護者の方対象
持ち物：フェイスタオル３枚
費用：300円

10:00～10:45 親子でフラダンス（鶴山保育所） 鶴山保育所 0歳～5歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

持ち物：スカート（長めのフレアスカート）、お茶

10:00～11:15 園庭開放（あぐい幼稚園） あぐい幼稚園 未就園児親子 無料
あぐい幼稚園
（441-3426）

※持ち物　水筒等
※雨天中止

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

跳び箱やマットであそぼう

10:30～11:30 せいしんひよっこサロン 正親福祉会館 0歳～3歳 無料
せいしん幼児園

（415-1234）
※詳細は，
せいしん幼児園・第二せいしん幼児園まで

10：30～11:30
ばあばとあそぼう

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 乳幼児親子 無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

10:30～11:30
さんさん(SAN SAN)
クラブ（室町児童館）

室町児童館 2歳児（定員25名） 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児（定員２５名）登録制

9:30～12:00
すくすくこぐまっこ・

わくわく親子半日保育体験
（こぐま第二保育所）

こぐま第二保育所 0歳～2歳 300円
こぐま第二保育所

（441-1730）

※要予約
※費用300円（親子食事分）
※各クラス1日1名まで
※詳しくはこぐま第二保育所にお問い合わせ下さい。

10:30～11:30 モンキータイム（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

ミュージックケアを行います。

11:00～12:00
パパもおひさま＆

大人のための音遊び
（おひさまルーム）

おひさまルーム 乳幼児親子 無料
おひさまルーム

（464-7439）
音楽療法でパパも一緒にリラックス

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

運動会
小さなみなさんの走るプログラムもあります。
雨天時18日

14:00～16:00 住宅相談（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
0歳～5歳 無料

とねりこの家
（431-7600）

　

18日 (日) 10:30～12:00 桃薗ももクラブ
西陣中央小学校

和室
乳幼児親子 無料

山岸さん
（417-2439）

※毎月第３日曜日10:30～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

えのぐであそぼう

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館 妊娠中～0歳 無料
上京児童館
（464-4815）

おたんじょうび会

10:30～11:30
（時間内で
自由に）

ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 無料
室町児童館
（414-0784）

※登録制（常時登録できます）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

運動会ごっこをしましょう。
※初回のみ名札代118円

15日 (木)

19日 (月)

16日 (金)

17日 (土)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

19日 (月) 9:45～10:45 園庭開放（北野保育園） 北野保育園 乳幼児と保護者 無料
北野保育園
（462-6491）

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見たり，リトミックをしたり
して楽しみます。
※天候不順時は保育室

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京極幼稚園 0～3歳児親子
※初回のみ

500円
（登録料）

京極幼稚園
（231-6696）

親子で仲よしあそび
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児（定員30名） 無料
室町児童館
（414-0784）

1歳児（定員30名）登録制
※定員を満たしたため，募集を終了します。

10:30～12:00
あそびの広場★遠足★

（わかば園）
京都御苑

出水の小川周辺
未就園親子 無料

わかば園
（256-2727）

集合場所：京都御苑内　出水の小川周辺
持ち物：お弁当、お茶、敷物
※現地集合、現地解散です。雨天時は中止です。
※要予約　10/6まで

11:00～12:00 栄養相談会（おひさまルーム） おひさまルーム 乳幼児の保護者 無料
おひさまルーム

（464-7439）
管理栄養士さんを迎えて離乳食の悩みを
話し合います。　※要予約　

14:00～15:00 お煎茶（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
乳幼児親子 300円

とねりこの家
（431-7600）

※要予約
※費用：300円

10:00～12:00 滋野くさひばり
元・滋野中学校

（１階子育てルーム）
乳幼児親子 無料

上京子ども支援
センター（441-5109）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～12:00 聚楽エンジェル
上京区社会福祉

協議会２階
乳幼児親子 無料

青山さん
（431-1948）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30
あかちゃん広場・
おしゃべりサロン
（鶴山保育所）

鶴山保育所 妊娠中～1歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

お子さんが１歳半までの親子さんが
自由に遊んでいます。
これからパパママになられる方も
お越しくださいね！

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

運動会ごっこをしましょう。
※初回のみ名札代118円

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） みつば幼稚園 0歳～3歳
※初回のみ
名札代300円

みつば幼稚園
（441-3752）

紙粘土であそぼう
※費用（初回名札代）300円

10:00～
11:00頃

陶芸教室（中立保育園） 中立保育園
地域の乳幼児

と保護者
700円

中立保育園
（441-2512）

10:30～11:30 消防署へ行こう！（室町児童館） 室町児童館
乳幼児さんと

保護者
無料

室町児童館
（414-0784）

消防車両の見学やはしご車の実働シーンが
見られます。　定員３０名　申込は児童館まで。

10:30～ ０歳児教室（西陣児童館） 西陣児童館
4ヶ月～

10ヶ月のお子さん
無料

西陣児童館
（451-8972）

ほっこりトーク
※登録制
※詳しくは児童館まで。

10：15～11:15 子連れヨガ（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児親子 500円
ほっこりはあと出町

（708-7736）
※要予約　
※費用　500円

10:00～12:00 園庭開放（西陣和楽園） 西陣和楽園 0歳～5歳 無料
西陣和楽園
（461-2060）

毎週木曜日 10:00～12:00

10:20～11:30
京ＷＡＲＡＢＥ「施設開放」

（京和幼稚園）
京和幼稚園 0～3歳の親子 無料

京和幼稚園
（811-0582）

施設開放＆リズム遊び
※雨天決行

10:30～11:30 あそびの広場（西陣児童館） 西陣児童館 0歳～5歳 無料
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう

11:00～11:30
ベビーマッサージしましょ♪

（室町児童館）
室町児童館

2ヶ月以上の
赤ちゃん

無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２ヶ月以上の赤ちゃん
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。

11:00～11:30
上京チルドピア

「絵本の読み聞かせ」
上京社会福祉協議会 0歳～5歳 無料

上京チルドピア
（432-9535）

場所：上京区社会福祉協議会
※詳細は上京チルドピアへ

22日 (木)

21日 (水)

20日 (火)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

22日 (木) 9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京極幼稚園 0～3歳児親子
※初回のみ

500円
（登録料）

京極幼稚園
（231-6696）

絵本を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

紙芝居をみよう・子育て応援団

10:00～16:00 身体測定（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児親子 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）
終日開催しています。

14:00～ リトミック（おひさまルーム） おひさまルーム 乳幼児親子 無料
おひさまルーム

（464-7439）

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

10:30～11:30
さんさん(SAN SAN)
クラブ（室町児童館）

室町児童館 2歳児（定員25名） 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児（定員２５名）登録制

11:00～12:00 お父さんと遊ぼう（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
父親とお子さん 無料

とねりこの家
（431-7600）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆小学校 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

幼稚園の運動会
場所は乾隆小学校です。
未就園児さんのかけっこ10:10頃～もあります。
雨天時25日。
※初回のみ名札代118円

10:00～11:00
離乳食の作り方・進め方

（上京保育所）
京都市上京保育所

妊婦さん～
0歳児の保護者

無料
上京保育所
（414-2351）

※要予約（10/22まで）

10:30～12:00
おもちゃ講座

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 乳幼児親子 無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

※要予約

9:30～11:00 園庭開放（上京保育所） 京都市上京保育所 0歳～5歳 無料
上京保育所
（414-2351）

※要予約（10/23まで）

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

仲良しあそびをしよう

10:30～11:30 あっぷっぷ（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

10:30～11:30 ポンポコリン（上京児童館） 上京児童館 妊娠中～0歳 無料
上京児童館
（464-4815）

自由あそび
26日は翔鸞小の代休日のため、当日出席の
学童クラブ児童があそびのお手伝いをします。

10:30～11:30
（時間内で
自由に）

ひなたぼっこ（室町児童館） 室町児童館 0歳児 無料
室町児童館
（414-0784）

※登録制（常時登録できます）

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

9:45～10:45 園庭開放（北野保育園） 北野保育園 乳幼児と保護者 無料
北野保育園
（462-6491）

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見たり，リトミックをしたり
して楽しみます。
※天候不順時は保育室

10:30～11:30 元気にあそぼう（鶴山保育所） 上京社会福祉協議会 0歳～5歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

ハロウィンおばけ釣り
※要予約　10/23（金）までに保育所まで。

10：30～11:15
心理学講座

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町

乳幼児親子と
その家族

無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）
※要予約

10:30～11:30 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 0歳～3歳 無料
せいしん幼児園

（415-1234）
お気軽にお越しください。
※雨天中止

10:30～12:00
あつまれお話広場★

園庭開放★（わかば園）
わかば園 0歳～5歳 無料

わかば園
（256-2727）

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） みつば幼稚園 未就園児親子
※初回のみ
名札代300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ひよこ組のいつものあそび
※費用（初回名札代）300円

27日 (火)

24日 (土)

26日 (月)

23日 (金)



時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京極幼稚園 0～3歳児親子
※初回のみ

500円
（登録料）

京極幼稚園
（231-6696）

親子で仲よしあそび
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 ぽかぽかクラブ（室町児童館） 室町児童館 1歳児（定員30名） 無料
室町児童館
（414-0784）

1歳児（定員30名）登録制
※定員を満たしたため，募集を終了します。

10:00～12:00 仁和子育てわくわくサロン
仁和老人

ディサービスセンター
乳幼児親子 無料

河島さん
（463-0627）

※毎月第２月曜・第４水曜10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～12:00 滋野くさひばり
元・滋野中学校

（１階子育てルーム）
乳幼児親子 無料

上京子ども支援
センター（441-5109）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:00～12:00 聚楽エンジェル
上京区社会福祉

協議会２階
乳幼児親子 無料

青山さん
（431-1948）

※毎週水曜日10:00～12:00開催
※開催日が変更や中止になる場合があります。

10:30～11:30 あそびのひろば（室町児童館） 室町児童館 乳幼児親子 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：乳幼児さん　自由参加です。
トランポリンや大型遊具で自由に遊べます。

10:30～11:30 パレード（西陣児童館） 西陣児童館 0歳児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

ハロウィンパーティー

14:30～15:30
高齢者福祉施設訪問交流

（おひさまルーム）
おひさまルーム 乳幼児親子 無料

おひさまルーム
（464-7439）

十四軒町の家訪問
おじいちゃんやおばあちゃんとふれあい遊びをして、
一緒におやつをいただきます。
※詳しくはおひさまルームまでお問い合わせください。

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 乾隆幼稚園 0歳～5歳
※初回のみ
名札代118円

乾隆幼稚園
（441-0406）

お誕生日会をします。
※初回のみ名札代118円

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

10:00～12:00 園庭開放（西陣和楽園） 西陣和楽園 0歳～5歳 無料
西陣和楽園
（461-2060）

毎週木曜日 10:00～12:00

10:30～11:30 あそびの広場（西陣児童館） 西陣児童館 0歳～5歳 無料
西陣児童館
（451-8972）

ゆっくりあそぼう

11:00～ お誕生会（鶴山保育所） 鶴山保育所 0歳～5歳 無料
鶴山保育所
（231-6289）

10:00～11:15 園庭開放（あぐい幼稚園） あぐい幼稚園 未就園児親子 無料
あぐい幼稚園
（441-3426）

※持ち物　水筒等
※雨天中止

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 待賢幼稚園 0～3歳児親子 無料
待賢幼稚園
（841-3200）

園庭や保育室であそぼう

11:00～11:30 誕生会（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
どなたでも 無料

とねりこの家
（431-7600）

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 翔鸞幼稚園
0～5歳の

未就園児親子
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

10:30～11:30
さんさん(SAN SAN)
クラブ（室町児童館）

室町児童館 2歳児（定員25名） 無料
室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児（定員２５名）登録制

10:30～12:00 上京えんじぇる　“ぎゅうっと”ひろば
上京区総合庁舎

大会議室
0～3歳児の

保護者
無料

京都いつでもコー
ル(661-3755)

すくすく子育てやっとこ講座
「すくすく子育てのカラーマジック！」～手にとるもの
でわかる子どもの気持ち、自分の気持ち～
※要予約　先着30組

10：30～12:00
ハロウィン＆お誕生会
（ほっこりはあと出町）

ほっこりはあと出町 乳幼児親子 100円
ほっこりはあと出町

（708-7736）

9:30～12:00
すくすくこぐまっこ・

わくわく親子半日保育体験
（こぐま第二保育所）

こぐま第二保育所 0歳～2歳 300円
こぐま第二保育所

（441-1730）

※要予約
※費用300円（親子食事分）
※各クラス1日1名まで
※詳しくはこぐま第二保育所にお問い合わせ下さい。

 9:30～12:00
パパ保育士とあそぼう

（鶴山保育所）
鶴山保育所 0歳～5歳 無料

鶴山保育所
（231-6289）

保育所の園庭に手作りの遊具を作ったり、園庭を
今よりもっと楽しくして遊びませんか。

13:30～15:30
はっぴー☆ハロウィン

（上京児童館）
上京老人福祉センター

乳幼児さん～
高齢者の方

（どなたでもどうぞ）
無料

上京児童館
（464-4815）

カフェコーナーや仮装をして記念写真もとれるよ。
ハロウィン寝相アートにもチャレンジするよ。

29日 (木)

30日 (金)

31日 (土)

27日 (火)

28日 (水)


