
日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:00～11:00 園庭開放（信愛保育園） 信愛保育園 0歳～5歳 無料
信愛保育園
（841-5761）

毎週木曜日 10:00～11:00　（祝日は除く）

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）

3日（木）以外の毎週火曜日と木曜日に実施しています。

9:30～12:00
14:00～16:30

わくわく広場（鶴山保育所）　 京都市鶴山保育所
妊娠中～6歳（就

学前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

月曜日～土曜日（祝日は除く）　12:00～13:00　ランチタイム
親子で保育所の園庭や室内で自由に遊びます。
※子育て教室やサークル活動を行っている場合は園庭のみ
となります。

ぱたぽん　１１月号　上京子ども支援センター情報誌　２０１６・１１・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”ひろばのご案内

　　大丈夫！　子育て順調よ！子育てアドバイザー熊丸みつ子さんによる親子遊びと講演会を開催します。
　　　　　　子育てに不安なあなた。子育てにイライラしているあなた。子どもにガミガミ言ってしまうあなた。大丈夫！
　　　　　　　子どもたちは、生きる力の土台を身につけるとき、親をイライラさせます。
　　　　　　　イライラする大人も、イライラさせる子どもたちも順調です。
　　　　　　　講師の先生のお話を聴いて、自分の子育てに安心感を持ってみませんか？
      　　　  ぜひ、ご参加くださいね。

　　　     　日　時：１１月２５日（金）１０：３０～１１：３０
　　　     　会　場：上京区総合庁舎　４階　大会議室
　　　     　講   師：熊丸　みつ子さん（ 幼児教育専門家・福岡県子育てアドバイザー）
           　　対   象：どなたでも
　　　　     申込み：事前の申込みは不要です。直接会場にお越しください。
　　　　     参加費：無料
　　　     　問合せ：鶴山保育所（☎２３１－６２８９）

　

1日(火)～
30日(水)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:30～11:30 園庭開放（こぐま白雲北保育園） こぐま白雲北保育園 0～5歳児親子 無料
こぐま白雲北保育園

（441-1730）
毎週火・木曜日（年末年始・祝日を除く）
持ち物：着替え・手拭きタオル・お茶など

9:30～12:00 親子半日保育体験（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
おおむね６ヶ月
頃～５歳児（就

学前）
300円

京都市鶴山保育所
（231-6289）

月曜日～金曜日（祝日は除く）お子さんと同じ年齢のクラスに
入り，給食までの時間を一緒に過ごしてみませんか。どなた
でもお気軽にお申込みください。※参加費300円（親子さんの
２食分の給食費）※要予約　１週間前までに。

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（祝日は除く） 10:00～12:00

9:30～11:30 たんぽぽ組（翔鸞幼稚園） 京都市立翔鸞幼稚園
0～5歳の未就園

児親子
100円

翔鸞幼稚園
（461-3642）

毎週月・水・金曜日（7日・16日・21日・祝日を除く）
※初回のみ名札代100円
※１日（火）より入園願書受付・交付を行います。

2日(水)～
30日(水)

10:00～12:00 園庭開放（中立保育園） 中立保育園 乳幼児親子 無料
中立保育園
（441-2512）

毎週水曜日と金曜日（祝日は除く）

10:30～11:30 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 未就園児親子 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

10:00～11:00 ほしぐみとあそぼう（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
1歳～6歳（就学
前）のご家庭

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）
ほし組（５歳児）の子どもたちと一緒に遊びましょう。

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

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

1歳児 登録制
※定員に達しています。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
0～3歳未就園児

親子
300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回名札代300円

10:30～12:00 あそびの広場（わかば園） わかば園 未就園児親子 無料
わかば園

（256-2727）

親と子のリズム遊び
持ち物：飲み物，汗ふきタオル
※動きやすい服装でお越しください。  ※要予約

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

作って遊ぼう！
※初回のみ500円（登録料）

10:00～12:00 子育てほっと広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さんが遊んでいただきやすい日を設定していま
す。

11時頃
ひと口給食お味見デー

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）

保育所の給食を味見してみませんか。子どもたちが実際に
食べている分量も展示します。味付けや量などの参考にもな
りますよ。味見をされる方は11時までにお越しください

10:00～10:45
御所児童公園であそぼう

（鶴山保育所）
御所児童公園

0歳～6歳（就学
前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）
つき組（4歳児）の子どもたちと一緒に楽しく遊びましょう。
直接御所児童公園へお越しください。　雨天中止です。

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

楽器で遊びましょう。
※費用：名札代１１８円

10:30～11:30 和みくらぶ（西陣和楽園）
仁和老人ディサー

ビスセンター
0歳～5歳 無料

西陣和楽園
（461-2060）

猿まわしがやってくる♪
熊本を拠点として活動されている「周防猿まわしの会」のお
猿さんがやってきます。なかなか，間近で見ることのない猿
まわし！
ぜひ，お誘いあわせの上，お越しください。
場所：仁和老人ディサービスセンター

11:00～11:15 うたあそび（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児とご家族 無料
ほっこりはあと出町

　（708-7736）

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）
季節の飾りつけをします。
終日開催しています。

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。活動の最後に体
操・職員による手遊び・絵本の読み聞かせ等があります。

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）

※ランチタイムあり

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　（祝日は除く）
※開催日が変更や中止になる場合があります。

1日(火)

2日(水)

1日(火)～
30日(水)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

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　（祝日は除く）

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）

ミニミニ運動会
対象：０歳児

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 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児　登録制
※定員に達しています。

10:00～10:45 乳児リズム（中立保育園） 中立保育園 乳幼児親子 無料
中立保育園
（441-2512）

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

マットや巧技台であそぼう。

10:00～13:00 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13:00～はお休みします。

10:45～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館 1歳児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

対象：１歳児親子さん（登録制）

9:30～11:00 乾隆すくすくクラブ 乾隆会館２階 未就園児親子 無料
上京子ども支援セン

ター（441-5109）

10:30～11:30 子育て講座（こぐま白雲北保育園） こぐま白雲北保育園 0～5歳児親子 無料
こぐま白雲北保育園

（441-1730）
テーマ：人格の基礎を作る愛着の絆
講  師：園長　嘉根　みどり

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 無料

とねりこの家
（431-7600）

※要予約
対象：保護者の方

10:00～12:00 嘉楽パンダクラブ
嘉楽中学校ふれ

あいルーム
未就園児親子 無料

竹本さん
（090-1145-8893）

※毎月第１土曜日10:00～12:00に開催しています。

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

粘土で遊びましょう。ふわふわやわらかい気持ちのいい感触
の粘土で遊びましょう。とても安全な粘土です。
※費用：名札代１１８円

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 京都市立待賢幼稚園 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。

9:45～10:30 園庭開放（北野保育園） 北野保育園
乳幼児とその保

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び，保育室で
ペープサート等を見たり，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
※園にて感染性胃腸炎・手足口病等，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。

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」
乳幼児親子 無料

とねりこの家
（431-7600）

随時開催
みんなきてね★★

9:30～12:30
上京えんじぇる“ぎゅうっと”ひろば

「つどいっこ」
（ほっこりはあと出町）

上京保健センター
多目的室

乳幼児とご家族 無料
ほっこりはあと出町

　（708-7736）

10:30～11:30 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）

時間内に自由に来てください。
※登録制（常時登録できます）

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）

※　毎週月曜日開催　妊婦さん～０歳児親子さん
※随時登録　　※ランチタイムあり

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 0歳児教室（登録制）（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所 4ヶ月～10ヶ月 無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）

登録制6回シリーズの子育て教室です。子育てについての学
習会やふれあい遊び，おもちゃ作りをしながらみんなで楽しく
学びましょう。詳しくはお問い合わせ下さい。※要予約　11/7
（月）までに。

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

1歳児　 登録制
※定員に達しています。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
0～3歳未就園児

親子
300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回名札代300円

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

作って遊ぼう！
※初回のみ500円（登録料）

2日（水）

4日(金)

5日（土）

7日（月）

8日(火)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:30～11:30
ファミリーサポート登録会

（上京児童館）
上京児童館 妊娠中～12歳 無料

上京児童館
（464-4844）

京都市ファミリーサポートセンター上京支部(075)464-4844
会員登録会　※要予約　※託児有

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

※要予約
※詳細は，上京陵和園（462-6172）まで

10:30～12:00 あそびの広場（わかば園） わかば園 未就園児親子 無料
わかば園

（256-2727）
園庭開放

10:00～10:30 球根を植えよう（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
妊娠中～6歳（就

学前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

チューリップの球根をみんなで植えましょう。

10:00～10:30 リズムあそび（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
1歳～6歳（就学

前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

はな組（3歳児）の子どもたちと一緒に音楽に合わせて体を
動かして遊びましょう。

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 乳幼児とご家族 100円

ほっこりはあと出町
（708-7736）

パン粉
※　要予約　　※　費用　100円

10:00～12:00 子育てほっと広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さんが遊んでいただきやすい日を設定していま
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　（祝日は除く）
※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　（祝日は除く）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

歌やおどりで楽しみましょう。
※費用：名札代１１８円

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
対象：０歳児

10:00～10:30 焼いもパーティ（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
妊娠中～6歳（就

学前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

保育所の子どもたちと一緒に焼いもパーティを楽しみましょ
う。味見程度ですが試食していただけます。※要予約
11/4(金）までに。

10：30～11:30
みかくの秋＆お誕生会
（ほっこりはあと出町）

ほっこりはあと出町
乳幼児とその家

族
100円

ほっこりはあと出町
（708-7736）

※要予約
※費用　100円

11時頃
ひと口給食お味見デー

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）

保育所の給食を味見してみませんか。子どもたちが実際に
食べている分量も展示します。味付けや量などの参考にもな
りますよ。味見をされる方は11時までにお越しください

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
※毎月第２木曜日に開催しています。

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:45～11:30 ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館 ２歳児以上の親子 無料
上京児童館
（464-4815）

対象：２歳児以上の親子さん（登録制）

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

9:45～ 誕生会（中立保育園） 中立保育園 乳幼児親子 無料
中立保育園
（441-2512）

※要予約

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 乳幼児とご家族 無料
ほっこりはあと出町

　（708-7736）

10:45～11:15　対象：～1歳半
11:20～11:50　対象：1歳半～
※要予約

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 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児　登録制
※定員に達しています。

10:45～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館 1歳児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

対象：１歳児親子さん（登録制）

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

手遊びを楽しもう。

11:00～
すくすくこぐまっこ・青空ライブラリー

（こぐま白雲北保育園）
京都御所 0歳～5歳 無料

こぐま白雲北保育園
（441-1730）

ペープサート・大型絵本など，お散歩がてらに遊びに来てくだ
さい。※場所　京都御所

13:30～14:30
アロマハンドマッサージ

（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
保護者の方 ２００円

とねりこの家
（431-7600）

※要予約　　２００円
対象：保護者の方

10:00～12:00
子育て相談・園庭開放

（寺之内幼稚園）
寺之内幼稚園 未就園児親子 無料

寺之内幼稚園
(432-5573)

※雨天中止

8日(火)

9日(水)

10日(木)

11日(金)

12日(土)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

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
小学生以上

無料
室町児童館
（414-0784）

紙芝居や絵本の読み聞かせをします。
お気軽にご参加ください。

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）

10:30～12:00 西陣親子ふれあい広場
元・西陣小学校　２階

多目的ルーム
妊婦さん～乳幼

児親子
無料

あっと・ほーむ
（462-1230）

秋いっぱいであそぼう！
毎月，第２日曜日に開催しています。

10:00～14:30 バザー（西陣和楽園） 西陣和楽園 どなたでも 一部有料
西陣和楽園
（461-2060）

家庭用品・寄贈品等の販売があります。
模擬店・制作コーナー（有料），無料のゲームコーナーやお
父さんによるやきそばコーナーもあるよ！みなさんでぜひお
越しください。

10:00～10:30 作ってあそぼう（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所 １歳～３歳 無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）

さくらんぼ組（２歳児）の子どもたちと一緒にいろんな造形遊
びを楽しみましょう。
１１月は「のりを使ってお弁当を作ろう」です。

9:45～10:30 園庭開放（北野保育園） 北野保育園
乳幼児とその保

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び，保育室で
ペープサート等を見たり，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
※園にて感染性胃腸炎・手足口病等，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。

10:30～11:30 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）

時間内に自由に来てください。
※登録制（常時登録できます）

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）

10:20～11:30
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）

小さい秋みつけた
※雨天中止

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 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。
※費用：名札代１１８円

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

紙芝居を楽しもう。

10:30～11:30
多言語子育て広場

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町

乳幼児親子とご
家族

無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

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）

鶴山保育所の先生とあそぼう
離乳食講座
※　毎週月曜日開催　妊婦さん～０歳児親子さん
※随時登録
※ランチタイムあり

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
※今月の第４水曜(23日）は，上京の子どもまつりに参加の
ためお休みです。

10:30～11:30 あかちゃん広場（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所 妊娠中～1歳半 無料
京都市鶴山保育所

（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
れからパパやママになられる方もお越しください。

10:30～11:30 おしゃべりサロン（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
妊娠中～6歳（就

学前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

子育ての話や情報交換などをしています。

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

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

1歳児　 登録制
※定員に達しています。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
0～3歳未就園児

親子
300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回名札代300円

10:00～12:00 子育てほっと広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さんが遊んでいただきやすい日を設定していま
す。

11時頃
ひと口給食お味見デー

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）

保育所の給食を味見してみませんか。子どもたちが実際に
食べている分量も展示します。味付けや量などの参考にもな
りますよ。味見をされる方は11時までにお越しください

12日(土)

13日(日)

14日(月)

15日(火)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

10:30～12:00 あそびの広場（わかば園） わかば園 未就園児親子 無料
わかば園

（256-2727）
園庭開放

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 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

英語で遊ぼう！
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 0歳児教室（登録制）（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所 4ヶ月～10ヶ月 無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）
登録制6回シリーズの子育て教室最終日です。※要予約
11/7(月）までに。

10:30～11:30 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 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　（祝日は除く）
※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　（祝日は除く）

10:30～11:15
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回300

円
室町児童館
（414-0784）

対象：ハイハイから幼児さん（10:30～11:15），おおよそ2歳児
から幼児さん（11:15～12:00）
予約：不要（開始１０分前より受付）
参加費：1回300円・チケット4回１０００円

10:30～12:00 リサイクル広場（上京児童館） 上京児童館 どなたでも 無料
上京児童館
（464-4815)

ワイワイとお話しながら，子ども服や靴などをゆずったりも
らったりできます。
※ランチタイムはありません。

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）

離乳食についてのおはなし
対象：０歳児

9:30～11:00 園庭開放（上京保育所） 京都市上京保育所
就学前児と保護

者
無料

上京保育所
（441-2351）

※要予約

10:00～10:40 
銭太鼓と大型紙芝居

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）
銭太鼓サークルの演奏と京極学区民生委員の皆さんの手作
り大型紙芝居を楽しみましょう。

10:45～11:30
えなビューティエクササイズ

（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
の保護者

500円
ほっこりはあと出町

　（708-7736）
※要予約
※費用　500円

10:45～11:30 ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館
２歳児以上の親

子さん
無料

上京児童館
（464-4815）

対象：２歳児以上の親子さん（登録制）

11:00～ 一緒に遊ぼ！（おひさまルーム） おひさまルーム 乳幼児と保護者 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。

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（祝日は除く）

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 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児　登録制
※定員に達しています。

10:45～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館 1歳児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

対象：１歳児親子さん（登録制）

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

楽器遊びをしよう。

9:50～10:10
お誕生会のお楽しみ

（こぐま白雲北保育園）
こぐま白雲北保育園 0～5歳児親子 無料

こぐま白雲北保育園
（441-1730）

10:30～11:30
おはなし＆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 乳幼児とご家族 無料

ほっこりはあと出町
　（708-7736）

10:30～11:30 せいしんひよっこサロン 正親福祉会館 未就園児 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

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」
乳幼児親子 無料

とねりこの家
（431-7600）

※要予約

10：30～11:30 写真講座（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町
乳幼児親子とご

家族
無料

ほっこりはあと出町
　（708-7736）

※要予約

10:30～11:30 パパもおひさま（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）

おもちゃ作り
パラシュート作りです。ポイポイ投げてゆっくり落ちるパラ
シュートを楽しみましょう！パパさん大歓迎！

15日(火)

16日(水)

17日(木)

18日(金)

19日(土)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

19日(土) 14:00～15:30 出前児童館in橘公園（西陣児童館） 橘公園
乳幼児親子～小
学生,地域の方

無料
西陣児童館
（451-8972）

焼きいもパーティー
場所：橘公園
対象：乳幼児親子～小学生，地域の方

20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

10:30～11:30 ツボ講座（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町
乳幼児親子とご

家族
無料

ほっこりはあと出町
　（708-7736）

※要予約

10:30～11:30 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）

時間内に自由に来てください。
※登録制（常時登録できます）

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）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

紙芝居をみましょう。
※費用：名札代１１８円

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

お絵かき遊びをしよう。

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）

民生児童委員さんとあそぼう
※　毎週月曜日開催　妊婦さん～０歳児親子さん
※随時登録
※ランチタイムあり

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）

日赤幼児救急救命講習を行います。
多数ご参加ください。

10:30～11:30 園庭開放（せいしん幼児園） せいしん幼児園 未就園児親子 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

11:00～ お誕生会（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
0歳～6歳（就学

前）
無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

ほし組（５歳児）の子どもたちが歌を歌ってお祝いしてくれま
す。手形を取ってお誕生カードも作ります。

9:30～12:00
14:00～16:30

身体測定（鶴山保育所） 京都市鶴山保育所
0歳～6歳（就学

前）
無料

京都市鶴山保育所
(231-6289)

わくわく広場の時間に身長計・体重計を用意しています。

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

1歳児  登録制
※定員に達しています。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
0～3歳未就園児

親子
300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回名札代300円

10:00～12:00 子育てほっと広場（上京児童館） 上京児童館 乳幼児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

乳幼児親子さんが遊んでいただきやすい日を設定していま
す。

10:00～11:00 施設開放（上京陵和園） 上京陵和園 乳児と保護者 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
出前保育～みんな寄っといでー

（西陣和楽園）
鹿垣公園 0歳～5歳 無料

西陣和楽園
（461-2060）

シャボン玉や紙ひこうき，絵本や紙芝居など，公園で園児や
先生と一緒に遊びましょう！
場所：鹿垣公園

10:30～12:00 あつまれお話広場（わかば園） わかば園 未就園児親子 無料
わかば園

（256-2727）
園庭開放

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

保健師さんのお話　～冬の健康～
※初回のみ500円（登録料）

10:00～14:00 上京の子どもまつり２０１６ 翔鸞小学校　 どなたでも 無料
上京区役所福祉部福
祉介護課(441-5102)

グラウンドやステージで楽しい企画がいっぱい！
保育園児の発表もあります。
※雨天決行（暴風雨などの荒天の場合は中止）

10:30～14:00 とねりこバザー（とねりこの家）
まちの縁側

「とねりこの家」
親子 無料

とねりこの家
（431-7600）

11:00～11:30　
上京チルドピア

「絵本の読み聞かせ」
上京区社会福祉協議会

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

(231-6289)
京都市鶴山保育所の拠点担当者が絵本や紙芝居の読み聞
かせをします。

10:30～11:00
11:10～11:40

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）

21日(月)

22日(火)

23日(水)

24日(木)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

11時頃
ひと口給食お味見デー

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

妊娠中～6歳（就
学前）

無料
京都市鶴山保育所

(231-6289)
保育所の給食を味見してみませんか。子どもたちが実際に
食べている分量も展示します。味付けや量などの参考にもな
りますよ。味見をされる方は11時までにお越しください

9:30～11:30 ひよこ組（京極幼稚園） 京都市立京極幼稚園 0～3歳児親子 500円
京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:45～11:30 ピヨピヨクラブ（上京児童館） 上京児童館
２歳児以上の親

子さん
無料

上京児童館
（464-4815）

対象：２歳児以上の親子さん（登録制）

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

11:15～11:45
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）

親子のふれあいマッサージは３０分間です。
※費用　オイル代100円
※対象：３ヶ月～ハイハイするまでの乳児（予防接種後48時
間はご遠慮ください）
※オイルのパッチテストをしますので開始３０分前までにお越
しください。
※持ち物：バスタオル・飲み物・おむつ替えシート

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 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：２歳児　登録制
※定員に達しています。

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

どなたでも 無料
鶴山保育所

（２３１－６２８９）

子育て講演会「大丈夫！子育て順調よ」
講　師：熊丸　みつ子　さん　（幼児教育専門家・福岡県子育
てアドバイザー）
対　象：どなたでも
お問い合わせ：鶴山保育所（２３１－６２８９）
場　所：上京区総合庁舎　4階　大会議室

10:45～11:30 よちよちクラブ（上京児童館） 上京児童館 1歳児親子 無料
上京児童館
（464-4815）

対象：１歳児親子さん（登録制）

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

なかよし遊びを楽しもう。

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 乳幼児とご家族 無料
ほっこりはあと出町

(708-7736）
終日開催しています。

10:00～10:45
パパもいっしょにあそぼう
「パパと簡単クッキング」

（鶴山保育所）
京都市鶴山保育所

0歳～6歳（就学
前）

無料
京都市鶴山保育所

(231-6289)
パパ保育士，調理師による企画です。一緒に楽しいひと時を
過ごしましょう。ママの参加も大歓迎です。

10:30～11:30 子育て講座（こぐま白雲北保育園） こぐま白雲北保育園 0～5歳児親子 無料
こぐま白雲北保育園

（441-1730）
テーマ：育ちに関わる父性と母性　講師：園長　嘉根　みどり

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）

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）

音楽あそび

10:30～11:30
元気にあそぼう

「天使のオーナメントをつくろう」
上京区社会福祉協議会

0歳～6歳（就学
前）

無料
京都市鶴山保育所

(231-6289)
みんなで楽しくクリスマスのオーナメントを作りましょう。
※要予約　11/21までに。　１０組程度

10：45～11:30 心理学講座（ほっこりはあと出町） ほっこりはあと出町 乳幼児とご家族 無料
ほっこりはあと出町

　（708-7736）
※要予約

10:30～11:30 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）

時間内に自由に来てください。
※登録制（常時登録できます）

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）

※　毎週月曜日開催　妊婦さん～０歳児親子さん
※随時登録　※ランチタイムあり

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）

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

やきいもパーティー
たき火をたいて，さつまいもを焼いて食べましょう。
※費用：名札代１１８円

10:00～11:30 ひよっ子クラブ（待賢幼稚園） 京都市立待賢幼稚園 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。

24日(木)

25日（金）

26日(土)

28日(月)



日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

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

1歳児  登録制
※定員に達しています。

9:30～11:30 ひよこ組（みつば幼稚園） 京都市立みつば幼稚園
0～3歳未就園児

親子
300円

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回名札代300円

10:30～12:00 あそびの広場（わかば園） わかば園 未就園児親子 無料
わかば園

（256-2727）
園庭開放＆子どものクリスマス飾り
※要予約

10:45～11:45
オーぃよっといで子育て講座

（上京児童館）
上京児童館 どなたでも 無料

上京児童館
（464-4815）

手軽にはじめるインテリアコーディネート
講師：インテリアコーディネート協会関西　会長　遠島　和恵
氏
※対象：どなたでも　　※要予約（１５組）

11:00～
すくすくこぐまっこ・青空ライブラリー

（こぐま白雲北保育園）
相国寺 0歳～5歳 無料

こぐま白雲北保育園
（441-1730）

ペープサート・大型絵本など，お散歩がてらに遊びに来てくだ
さい。※場所　相国寺

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）

※ランチタイムあり

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　（祝日は除く）
※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　（祝日は除く）

10:30～11:15
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回300円
室町児童館
（414-0784）

対象：ハイハイから幼児さん（10:30～11:15），おおよそ2歳児
から幼児さん（11:15～12:00）
予約：不要（開始１０分前より受付）
参加費：1回300円・チケット4回１０００円

10:00～16:00 作品展（北野幼稚園） 北野幼稚園
未就園児とその

保護者
無料

北野幼稚園
（463-0111）

電気機関車が園庭を走ります。ぜひ，親子でご乗車ください。

9:30～11:30 さくらんぼクラス（乾隆幼稚園） 京都市立乾隆幼稚園 未就園児の親子 １１８円
乾隆幼稚園
（441-0406）

１１月のお誕生日会をします。
※費用：名札代１１８円

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）

プレパパ・ママやどなたでもご参加していただけます。

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
持ち物：飲み物・おやつ
※詳細は，おひさまルームまでお問い合わせください。

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）

ふれあいあそび・音楽あそび
対象：０歳児

29日(火)

30日(水)


