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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）

毎週火曜日と木曜日に実施しています＜祝日は除く＞

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・祝日は除く）
持ち物：着替え・手拭きタオル・お茶など

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

　9:30～12:00
　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）親子で保育所の園庭や室内で自由に遊
びます。6月～９月はランチタイムはお休みです。
※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。

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～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2食分の
給食費）※　要予約　１週間前までに。

2日(金)～
30日(金)

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
無料

翔鸞幼稚園
（461-3642）

毎週月・水・金曜日（5日，祝日を除く）
園庭でも遊べます。帽子・水筒・着替えなど持参してくださいね。
※初回のみ名札代100円

7日(水)～
30日(金)

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・年末年始は除く）

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:00～12:00 春日にこにこサロン
元・春日小学校　仮

設プレハブ１階
乳幼児親子 無料

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

お絵かき・絵本の読み聞かせ
※毎月第１・３木曜日10:00～12:00開催（祝日は除く）

ぱたぽん６月号　上京はぐくみだより　２０１７・６・１　発行
ぱたぱた・・・ぽん！今月も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　上京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室
　　　　　　電話：４４１－２８７３　FAX：４３２－２０２５　ホームページ：http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000045142.html

　　　　　　開設時間：８時３０分～１７時　（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

1日(木)～
29日(木)

1日(木)～
30日(金)

1日(木)
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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。　お部屋に季節ごとの飾りを貼り付けていき
ます。終日開催しています。

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ださいます。

10：00～12:00
手ぬぐいズボン作り

（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 500円

ほっこりはあと出町
（708-7736）

※要予約
※費用：500円

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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（登録制）8組程度　定員になり次第
締切ます。

10:00～11:00 乳児リズム遊び（中立保育園） 中立保育園 3歳未満の親子 無料
中立保育園
（441-2512）

10:20～11:30
京ＷＡＲＡＢＥ「施設開放」＆
時の記念日（京和幼稚園）

京和幼稚園 0～2歳児親子 無料
京和幼稚園
（811-0582）

※対象：0歳児～2歳児親子　平成26年4月2日～平成29年4月1日生
※雨天決行　※10時40分までにご来園ください。

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）

園庭で遊ぼう
※初回登録料　200円

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

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。

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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
上京区役所子ども

はぐくみ室
（441-2873）

※毎月第１金曜日9:30～11:00開催

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～
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。

10:00～12:00 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）

歯のはなし
～歯科衛生士さんによる指導（10:30～11:30）があります。～
持ち物：今使っている歯ぶらし
※毎月第１土曜日10:00～12:00に開催しています。

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

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

5日(月) 10:00～10:45
平成29年　第４回　親子体操

（京和幼稚園）
京和幼稚園 2歳児親子 500円

京和幼稚園
（811-0582）

※対象：2歳児親子　平成26年4月2日～平成27年4月1日生
※要予約　6/1（木）～予約開始　　※費用　500円　2歳児親子教室ぷち
くるクラスの方は半額です。
※雨天決行

1日（木）

2日(金)

3日(土)
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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）

園庭で遊ぼう
※初回登録料　200円

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んだり，保育室でペープ
サートなどを見たり，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・他感染症等，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。
※詳細については，保育園にお尋ねください。

10:20～10:50
11:00～11:30

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）

6月からは2部制で活動します。
コロコロ（ねんね～はいはい）10:20～10:50
よちよち（歩き出したら）11:00～11:30
※０歳児登録制（常時登録できます）

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
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回のみ300円（名札・帳面代）

10:00～13:00
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）

上京保健福祉セン
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）
※4月～開所時間が変更になっています。

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

10:00～16:00 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★★

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

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

幼稚園説明会＆親子人形劇観賞（上京ほっとほっと広場共催）
※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 無料
室町児童館
（414-0784）

※　1歳児 登録制

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。
※ランチタイムあり

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 保護者の方 無料
上京児童館
（464-4815）

プラバンアクセサリーを作っています。
対象：保護者の方

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　父の日プレゼント作り

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 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。

10:30～11:00
11:15～12:00

親子DE体操（室町児童館） 室町児童館 乳幼児 無料
室町児童館
（414-0784）

はいはいから幼児さん　10:30～11:00
しっかり歩ける幼児さん　11:15～12:00
※要予約

11：00～11:30 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 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

7日(水)

6日(火)

5日（月）
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10:30～11:30 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）

場所：　御所　出水の小川 10:30現地集合　　雨天時は14日
※要予約
※詳しくはお問い合わせください。

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

お庭であそぼう
※初回名札代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）

おはなしの広場
対象：０歳児

10:30～11:30 リサイクル広場（上京児童館） 上京児童館 子育て中の保護者 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。

10:00～12:00 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 俵さん（441-6403） ※毎週水曜日10:00～12:00開催　（祝日は除く）

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

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

※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。

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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 あそびの広場（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
洗濯バサミであそぼう
（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）
対象：　1・2・3歳児
※要予約

9:30～10:30
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（登録制）8組程度　定員になり次第
締切ます。

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

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

10:00～11:30 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
※詳しくは幼稚園のホームページでご確認ください。

7日（水）

9日(金)

8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

9:50～10:20
お誕生会のおたのしみ
（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）

10:00～11:30 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）

先輩ママと話そう。幼稚園説明会
※初回登録料　200円

10:30～11:00
11:00～11:30

パパ一緒にあそぼう！わらべう
た（ほっこりはあと出町）

ほっこりはあと出町 0～2歳児親子 無料
ほっこりはあと出町

（708-7736）

1・2歳児　10:30～11:00
0歳児　11:00～11:30
※要予約

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

11日(日) 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）

しゃぼん玉で遊ぼう！
※　毎月第２日曜日10:30～12:00に開催しています。

10:00～10:30
いっしょにあそぼう「リズムあそ

び」（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）

つき組（４歳児）の優しいお兄さん，お姉さんとリズム遊びに参加しませ
んか。どんぐりになってころころ転がったり，うさぎになってぴょんぴょん
はねたりします。０歳さんから参加できますよ。見て楽しむだけでも大丈
夫です。

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
0～3歳の乳幼児

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）

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んだり，保育室でペープ
サートなどを見たり，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・他感染症等，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。
※詳細については，保育園にお尋ねください。

10:20～10:50
11:00～11:30

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）

6月からは2部制で活動します。
コロコロ（ねんね～はいはい）10:20～10:50
よちよち（歩き出したら）11:00～11:30
※０歳児登録制（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

10:00～
まっちゃんと遊ぼうコンサート

（中立保育園）
上京区総合庁舎

　大会議室
就学前の親子 無料

中立保育園
（441-2512）

10:20～11:30
京ＷＡＲＡＢＥ「施設開放」＆

楽器作り（京和幼稚園）
京和幼稚園 0～2歳児親子 無料

京和幼稚園
（811-0582）

※対象：0歳児～2歳児親子　平成26年4月2日～平成29年4月1日生
※雨天決行
※10時40分までにご来園ください。

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）

遊戯室で遊ぼう
※初回登録料　200円

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

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

紙芝居をみましょう
※初回名札代１１８円

9日(金)

12日(月)

10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

12日(月) 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）

幼稚園先輩ママさんとの情報交換会
近隣の幼稚園へお子さんを通わせているママたちに来ていただき，そ
れぞれの幼稚園についてお話を聞きます。生の声が聞けるので，幼稚
園選び真っ最中の方はぜひお越しください。

10:30～11:00
御所児童公園であそぼう

（鶴山保育所）
御所児童公園

妊娠中～
6歳（就学前）

無料
京都市鶴山保育所

（231-6289）
公園で一緒にお話したり，一緒に遊びませんか。絵本タイムもありま
す。雨天時は中止します。

10:00～11:00
乳児親子リズム会

（上京保育所）
京都市上京保育所 0～2歳児親子 無料

上京保育所
（414-2351）

園児（乳児クラス）と一緒にリズム遊びをします。親子で一緒に楽しみま
しょう。※要予約

10:00～11:00
施設開放

（上京陵和園）
上京陵和園 ０～１歳児と保護者 無料

上京陵和園
(462-6172)

※対象　：　０～１歳児と保護者
※要予約
※詳細は，上京陵和園（462-6172）まで

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
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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

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。
※ランチタイムあり

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 保護者の方 無料
上京児童館
（464-4815）

プラバンアクセサリーを作っています。
対象：保護者の方

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

英語で遊ぼう
※初回のみ500円（登録料）

14:30～
大人のための読み聞かせ

（おひさまルーム）
おひさまルーム 保護者の方 無料

おひさまルーム
（464-7439）

たまには大人も読み聞かせをしてもらい，お話の世界にひたってみませ
んか？
お話を聞いたあとは，みんなでのんびりおしゃべりしたり，子育ての息抜
きにぜひどうぞ♪

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）

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 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 俵さん（441-6403） ※毎週水曜日10:00～12:00開催　（祝日は除く）

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

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

※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。

10:30～11:15
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

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

かたつむりをつくりましょう
※初回名札代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）

鶴山保育所の先生と遊ぼう
対象：０歳児

14日(水)

13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

14日(水) 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

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

10:15～11:30 交通安全教室（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）

平安騎馬隊が来園します。

10:00～12:00 春日にこにこサロン
元・春日小学校

仮設プレハブ１階
乳幼児親子 無料

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

特別企画　出張・写真教室　～スマホで子どもを可愛く撮るコツとは？
～　ゲスト：スタジオレンブラント　可畑　里彩さん　※毎月第１・３木曜日
10:00～12:00開催（祝日は除く）

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
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

在園児とあそぼう！先輩ママとおしゃべりしよう！
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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
大石さん

（090-1957-5241）
歯科衛生士さんによる乳幼児の歯の指導
※今月は第３木曜日　10:00～12:00に変更になっています。

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（登録制）8組程度　定員になり次第
締切ます。

10:00～11:00 乳児リズム遊び（中立保育園） 中立保育園 3歳未満の親子 無料
中立保育園
（441-2512）

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

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 保護者の方 無料
上京児童館
（464-4815）

プラバンアクセサリーを作っています。
対象：保護者の方

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お問い合わせくだ
さい。

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）

紙芝居をみよう
※初回登録料　200円

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 乳幼児とご家族 無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

17日(土) 10:00～10:45
パパもいっしょにあそぼう

(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）

「新聞紙であそぼう」
お父さんも一緒に新聞紙で遊びましょう。新聞紙を破ったり，丸めたり，
投げたりして，梅雨の季節の室内遊びを楽しみましょう。お母さんの参
加もお待ちしています。
場所：鶴山保育所　ホール

15日(木)

16日(金)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	日付・曜日 時間 タイトル 会場 対象年齢 料金 連絡先 備考

14:00～16:00 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

10:00～11:30 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）

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

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んだり，保育室でペープ
サートなどを見たり，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・他感染症等，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。
※詳細については，保育園にお尋ねください。

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
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

ようちえんであそぼう
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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

10:00～11:30 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）

水遊びを楽しもう
※初回登録料　200円

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

歌や手遊びを楽しみましょう
※初回名札代１１８円

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）

子育て中のママが，季節の行事や制作，ミュージック・ケア等を運営し
ています。お気軽に遊びに来てください。

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

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。
※ランチタイムあり

13:00～14:00 ハンドメイドカフェ（上京児童館） 上京児童館 保護者の方 無料
上京児童館
（464-4815）

プラバンアクセサリーを作っています。
対象：保護者の方

10:00～11:30 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
※詳しくは幼稚園のホームページでご確認ください。

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 無料

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）

10:30～11:00 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）

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

21日(水) 10:00～10:30
いっしょにあそぼう「御所児童公

園であそぼう」（鶴山保育所）
御所児童公園 1歳～6歳（就学前） 無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

ほし組（５歳児）の担任と子どもたちが散歩にでかけています。
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。

17日(土)

19日(月)

20日(火)
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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 俵さん（441-6403） ※毎週水曜日10:00～12:00開催　（祝日は除く）

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

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

※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。

10:30～11:30 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。

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

てるてるぼうずを作りましょう
※初回名札代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

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）

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。

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 無料

京極幼稚園
（231-6696）

お話を楽しもう
※初回のみ500円（登録料）

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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

14:30～15:00 手作りクラブ（おひさまルーム） おひさまルーム 乳幼児保護者
50円

(材料費）
おひさまルーム

（464-7439）

手作りクラブ　「フェルトでお花作り」　フェルト1枚から可愛いお花を作り
ます。ゴムやピンにくっつければ可愛い髪飾りの出来上がり！
費用：50円（フェルト・ゴム又はピン代）

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。

10:30～11:30
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（登録制）8組程度　定員になり次第
締切ます。

10:00～10:45
平成29年　第４回　親子英語

（京和幼稚園）
京和幼稚園 2歳児親子 500円

京和幼稚園
（811-0582）

※対象：2歳児親子　平成26年4月2日～平成27年4月1日生
※要予約　6/1（木）～予約開始　　※費用　500円　2歳児親子教室ぷち
くるクラスの方は半額です。
※雨天決行

11：00～11:30
0歳児「あかちゃんうたあそび」

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 0歳児親子 無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

対象：　0歳児
※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

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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）

水遊びを楽しもう
※初回登録料　200円

24日(土) 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）

子育て講座　「普通救急救命講座」　場所：遊戯室
※要予約
※お子さんの保育はありません。

23日(金)

21日（水）

22日(木)
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11:15～
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）

「体操遊び」
バスタオルを使った体操遊びで体をいっぱい動かしましょう！
パパさん大歓迎！
持ち物：バスタオル

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 元気にあそぼう
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）

「七夕飾りを作ろう」　７月７日は七夕です。みんなでステキな七夕飾りを
作りませんか。　※要予約　6/21（水）まで　10組程度

10:00～10:30
いっしょにあそぼう

「リズムあそび」
（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）

つき組（４歳児）の優しいお兄さん，お姉さんとリズム遊びに参加しませ
んか。どんぐりになってころころ転がったり，
うさぎになってぴょんぴょんはねたりします。０歳さんから参加できます
よ。見て楽しむだけでも大丈夫です。

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

10:20～10:50
11:00～11:30

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）

6月からは2部制で活動します。
コロコロ（ねんね～はいはい）10:20～10:50
よちよち（歩き出したら）11:00～11:30
※０歳児登録制（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

10:00～11:30 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）

水遊びを楽しもう
※初回登録料　200円

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）

子育て中のママが，季節の行事や制作，ミュージック・ケア等を運営し
ています。お気軽に遊びに来てください。

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
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

プールで水遊び
※初回のみ300円（名札・帳面代）

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

水遊びをしましょう
※初回名札代１１８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 220円
わかば園

（256-2727）
園庭開放　七夕飾り
※要予約　※費用220円（笹代）

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

10:30～11:30 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

10:30～11:30
ハンドマッサージ

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 乳幼児とご家族 無料

ほっこりはあと出町
(708-7736）

※要予約

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。
※ランチタイムあり

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 俵さん（441-6403） ※毎週水曜日10:00～12:00開催　（祝日は除く）

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

上京区役所子ども
はぐくみ室

（441-2873）

※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 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

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。

28日(水)

24日(土)

26日(月)

27日(火)
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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。手遊びやリズム遊びで高齢者と交流します。
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。

9:30～11:30 さくらんぼ組（乾隆幼稚園）
京都市立乾隆

幼稚園
未就園児の親子 無料

乾隆幼稚園
（441-0406）

６月生まれのお誕生日会をしましょう。
※初回名札代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）

自由開放
対象：０歳児

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。

11:00～
お誕生会

（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）
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。

11:00～11:40 給食試食会（信愛保育園） 信愛保育園
乳幼児と

その保護者
400円

信愛保育園
（841-5761）

保護者の方には幼児食をお子さんには月齢や年齢に合わせた食事
（離乳食・移行食・乳児食等）を試食していただきます。
※要予約　6/24(土）までにお申込みください。
※費用：　親子さん1食分セットで400円

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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 無料

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
Let’s ボディーペインティング

（西陣児童館）
西陣児童館 乳幼児親子 無料

西陣児童館
（451-8972）

児童館に飾るウェルカムボードをつくろう！
※汚れても良い服でお越しください。

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（登録制）8組程度　定員になり次第
締切ます。

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）

保育所では毎月1～2回『おばんざいの日』として和食献立でなじみのあ
るおかずが提供されています。中には京都ならではの食材を使ったも
のもあります。この『おばんざいの日』にひと口給食お味見デーとしてひ
と口試食をしていただけます。レシピも用意していますので，気軽に保
育所へお越しください。試食の時間までは園庭やお部屋で遊んでくださ
いね。味見をされる方は11時までにお越しください。今月は，牛肉のしぐ
れ煮，とうふとしめじのすまし汁です。

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

10:30～11:30 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）
※ランチタイムあり

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）

笹かざりをつくろう
※初回登録料　200円

13:30～15:00
多世代交流事業　おりがみサロ

ン（上京児童館）
上京老人福祉

センター
乳幼児～高齢者 無料

上京児童館
（464-4815）

おりがみサロン　～　七夕　～
対象：　乳幼児～高齢者まで　どなたでも

29日(木)

30日(金)

28日(水)


