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1日(木)～
15日(木)

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月の実施日は，1日（木），6日（火），8日（木），13日（火），15日（木）の火
曜日と木曜日です。
3/17～4/8，幼稚園は春休みです。

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（祝日は除く）
持ち物：手拭きタオル・着替え・帽子・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）

毎週木曜日に実施しています。＜祝日は除く＞

1日(木)～
30日(金)

9:00～16:00
子育て相談

（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）

月～金曜日（祝日は除く），随時受付けます。※要予約　電話にてご予約
ください。

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～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。※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。※12:00～13:00はランチタイムとして室内をご利用いただけます。

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(祝日を除く)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2食分の給食費）※要予約　1週間前までに。

2日(金)～
16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）

今月は2日，5日，7日，9日，12日,14日,16日の月・水・金曜日に実施しま
す。親子でぜひ遊びに来てください。園庭や絵本室で遊んでいただけま
す。※初回のみ名札代100円

2日(金)～
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（祝日は除く）

6日(火)～
20日(火)

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。
今月は，6日,7日,13日,15日,16日,20日に実施しています。
※ランチタイムあり

ぱたぽん　３月号　   上京はぐくみだより　２０１８・３・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（子育て相談担当）
　　　　　　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)～
31日(土)
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6日(火)～
20日(火)

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）

対象：子育て中の保護者，お子様連れOK　お茶をしながらハンドメイドし
ています。今月は，６日（火），１４日（水），２０日（火）に実施しています。

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 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 一緒に遊ぼ！（西陣児童館） 西陣児童館 乳幼児親子 無料
西陣児童館
（451-8972）

～歌って・踊って・楽しもう♪～　おひさまルームと合同です。

10:30～11:30
一緒に遊ぼ！in西陣児童館

（おひさまルーム）
西陣児童館 乳幼児と保護者 無料

おひさまルーム
（464-7439）

～歌って踊って楽しもう♪～
今月は，西陣児童館にお邪魔して，親子でダンス・ダンス・ダンス！！

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
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
1歳6ヶ月～
3歳児親子

無料
上京区役所子どもは
ぐくみ室（441-2873）

「すくすく子育てやっとこ講座」　テーマ：親子でリズム遊び♪　”ぎゅうっと”
で笑顔！リズムに合わせてふれあい遊びや楽器あそび！ミュージック・ケ
アを楽しみましょう！ ※要予約　申込みは終了しています。
講師：NPO法人　こらぼねっと京都
　　　　ミュージック・ケアワーカー　葛城　裕子　さん
　　　　アシスタント　　　　　　　　　　小西　優紀　さん
対象：1歳6ヶ月～3歳児親子　先着30組

10:00～10:30 おひなまつり会(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桃の節句をお祝いしませんか。歌やお話を
聞いて楽しみましょう。男の子も女の子もどうぞ。

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

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

10:00～11:00 乳児リズム遊び（中立保育園） 中立保育園
就学前の乳幼児

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）

おひなさんをつくろう
※初回登録料　200円

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）

9:50～10:20
ひな祭りのおたのしみ
（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）
ペープサートや歌など

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

10:00～13:00 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。　

3日(土) 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）

リラックス・ヨガ　持ち物：バスタオルを1枚ご持参ください。
※毎月第１土曜日10:00～12:00に開催しています。

1日(木)

2日(金)
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3日(土) 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。

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）

対象：0～3歳親子
※初回のみ300円（名札・帳面代）

9:30～11:30 うさぎ組（みつば幼稚園）
京都市立

みつば幼稚園
2～3歳未就園児

親子
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

対象：2～3歳児親子（H26.4.2～H27.4.1)
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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）

歌や楽器遊びを楽しもう
※初回登録料　200円

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 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。
※0歳児　登録制（常時登録できます）

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）

上京区役所保健福
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。

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あそんだり，保育室でリズムあ
そび等を楽しみます。
※天候不順時は保育室
※園にてインフルエンザ・ノロウイルス等の感染性胃腸炎の発生園児が
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。

10:30～11:30 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）

大きくなったね会
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。

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）

誕生会
※　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

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）

歌や手遊びをしましょう
※初回名札代118円

10:00～11:00
春待ちわくわくコンサート＆

消防士さんと防火のおはなし
(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）

消防音楽隊の迫力ある演奏を聴きに来ませんか。
火の用心のお話もしてくださいます。

10:00～10:50 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

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

10:30～12:00 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・お買いものごっこ
※帽子はいつもかぶってきてください。
※初めてお越しの方は登録書にご記入ください。

5日(月)

6日(火)
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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

10:00～16:00 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

13:30～14:30
歯医者さんと遊ぼう！

（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）

地域の歯医者さんが遊びに来てくれます。のんびりおしゃべりしながら，
お口の中の気になること，歯磨きの疑問等，気軽に相談できますよ。保護
者の相談もOK！※歯ブラシ持参であれば仕上げ磨きチェックもできます。

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

松山さん
（451-0836）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日10:00～12:00　開催

10:00～12:00 滋野くさひばり
京都まなびの街生き
方探究館（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）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日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。

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）

記念制作
※対象：０歳児

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）

大型絵本をみましょう
※初回名札代118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 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
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

10:00～12:00 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）
自由遊び
※毎月第２木曜日　10:00～12:00に開催しています。

10:00～12:00 春日にこにこサロン
御所東小学校西門

北側　春日自治会館
乳幼児親子 無料

上京区役所子どもは
ぐくみ室（441-2873）

新聞紙遊び・絵本の読み聞かせ　（ゲスト：鶴山保育所）
※３月は，第１木曜日→第２木曜日開催に変更になります。開催日は第
２・３木曜日10:00～12:00　です。

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）

11:00～11:30
上京チルドピア

（上京区社会福祉協議会）
上京区社会福祉

協議会
乳幼児親子 無料

西陣児童館
（451-8972）

絵本の日

6日(火)

7日(水)

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

8日(木) 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）

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。

10:30～11:30
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

10:45～11:15
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
1:20～11:50　対象：1歳半～
※要予約

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

10:20～11:30
京ＷＡＲＡＢＥ「施設開放」＆制作
＜ブローチ作り＞（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）

絵本をみよう
※初回登録料　200円

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）

10:15～10:45
パパもいっしょにあそぼう

「新聞紙であそぼう」
（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）

赤ちゃんから幼児さんまで大好きな新聞紙遊びです。保育所で遊べば片
づけも楽ちんです。ママだけでもご参加ください。
※汚れてもよい服装でお越しください。

10:00～11:30 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

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　　※費用　２００円
対象：保護者の方

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）

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）

春いっぱいであそびましょう♪
※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。

10：45～11:30
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

12日(月)

9日(金)

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

10:30～11:45
保育園へおこしやす

（こぐま白雲北保育園）
こぐま白雲北保育園 0歳～5歳 無料

こぐま白雲北保育園
（441-1730）

福祉の絆づくり事業 「どんどこげきじょう　ぼくのおとうと」
※要予約

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）

対象：0～3歳親子
※初回のみ300円（名札・帳面代）

9:30～11:30 うさぎ組（みつば幼稚園）
京都市立

みつば幼稚園
2～3歳未就園児

親子
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

対象：2～3歳児親子（H26.4.2～H27.4.1)
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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

10:00～11:30 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）

絵をかいて遊ぼう
※初回登録料　200円

10:30～11:00
平成30年度ひなたぼっこ説明会

（室町児童館）
室町児童館 0歳児 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：平成30年度0歳児さん（平成29年4月2日以降生まれ）　登録を希望
される方はご参加ください。

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。

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

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）

園庭であそびましょう
※初回名札代118円

10:30～11:00
平成30年度ぽかぽかクラブ説明

会（室町児童館）
室町児童館 1歳児 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：平成30年度1歳児さん（平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ）
登録を希望される方はご参加ください。

10:45～11:15 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）

オルゴールコンサート
※初回のみ500円（登録料）

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
※帽子はいつもかぶってきてくださいね。
※初めてお越しの方は登録書にご記入ください。

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
おかずを提供しています。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
されませんか。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。お味見をされる
方は１１時までにお越しください。今月の献立は「小松菜とゆばの煮びた
し」です。

10:30～11:30
入園おめでとうパーティー

（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

10:00～12:00 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

松山さん
（451-0836）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日10:00～12:00　開催

10:00～12:00 滋野くさひばり
京都まなびの街生き
方探究館（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）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日10:00～12:00開催

14日(水)

１2日(月)

13日(火)
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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 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

10:30～11:30 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）

大きくなったね会
※対象：０歳児

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 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）

3月生まれお誕生日会をしましょう
※初回名札代118円

10:30～11:30
１・２・３歳児さん「ペンダントづく

り」（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 1～3歳児 無料

ほっこりはあと出町
（708-7736）

※要予約

10:00～12:00 春日にこにこサロン
御所東小学校西門

北側
春日自治会館

乳幼児親子 無料
上京区役所子どもは
ぐくみ室（441-2873）

特別講座「食育についてプロに教わろう！」・絵本の読み聞かせ　（ゲスト：
上京児童館　春日分室）
※3月の開催日は第２・３木曜日10:00～12:00　です。

14:30～ 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 無料
おひさまルーム

（464-7439）
「コーヒーフィルターで作る加湿器」市販のコーヒーフィルターで素敵な加
湿器を作ります。

10:30～11:00
おはなしピッコリーの会による絵

本と紙芝居の読みきかせ
（信愛保育園）

信愛保育園
乳幼児と

その保護者
無料

信愛保育園
（841-5761）

10:30～11:30 せいしんひよっこサロン 正親福祉会館
0～３歳までの

未就園児
無料

せいしん幼児園
（415-1234）

年度のまとめとしてみんなの声を聞かせてください。
※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）

保育室で遊ぼう
※初回登録料　200円

10:30～11:00
平成30年度さんさんクラブ説明

会（室町児童館）
室町児童館 2歳児 無料

室町児童館
（414-0784）

対象：平成30年度2歳児さん（平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれ）
登録を希望される方はご参加ください。

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）

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

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。

10:30～11:30 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

11:00～
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）

「サーキット遊び！」トンネルくぐってお山を越えてトランポリンでジャン
プ！お部屋の中でもしっかり体を動かしましょう！パパさん大歓迎！

14日(水)

15日(木)

16日(金)

17日(土)
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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

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。

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遊ぼう
※　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

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

10:30～11:00 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）
※要予約　１５組　　3/1(木）～受付開始します。電話申込可
混雑が予想されますので，自転車での来所はなるべくご遠慮ください。

9:30～11:30 うさぎ組（みつば幼稚園）
京都市立

みつば幼稚園
2～3歳未就園児

親子
無料

みつば幼稚園
（441-3752）

対象：2～3歳児親子（H26.4.2～H27.4.1)
※初回のみ300円（名札・帳面代）

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。

10:30～12:00 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
※帽子はいつもかぶってきてください。
※初めてお越しの方は登録書にご記入ください。

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。

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。

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 保護者の方対象 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♪

10:30～11:30
玄武公園であそぼう

（鶴山保育所）
玄武公園 0歳～6歳（就学前） 無料

京都市鶴山保育所
（231-6289）

外遊びが気持ちの良い季節になりました。玄武公園には楽しい遊具がた
くさんあります。遊具で遊んだりしゃぼん玉をしながら保育士とお話しませ
んか。

11:00～11:30
０歳児さん「思い出ラミネート」

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町 0歳 無料

ほっこりはあと出町
　（708-7736）

※要予約

10:00～12:00
京ＷＡＲＡＢＥ「施設開放」＆制作
＜スライム・スーパーボール作り

＞（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

10:30～11:30
パパも一緒に「絵本を楽しもう」

（ほっこりはあと出町）
ほっこりはあと出町

乳幼児と
そのご家族

無料
ほっこりはあと出町

　（708-7736）
※要予約　　

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）

19日(月)

20日(火)

22日(木)

23日(金)

24日(土)
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24日(土) 14:30～15:00
出前児童館in橘公園

（西陣児童館）
橘公園 地域の方々 無料

西陣児童館
（451-8972）

紙ねんど工作
※会場：橘公園　雨天の場合は西陣児童館
※対象：地域の方々

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。

10:30～11:30
元気にあそぼう

「紙皿シーソーを作ろう」
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）

親子で簡単な手作りおもちゃを作って遊びませんか。
※要予約　3/22（木）までに。10組程度

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）

11:15～ 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
ハンドトリートメント

（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 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

松山さん
（451-0836）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日10:00～12:00　開催

10:00～12:00 滋野くさひばり
京都まなびの街生き
方探究館（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）

21日（水）祝日はお休みです。
※毎週水曜日10:00～12:00開催

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

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。

10:30～11:30
大学生とあそぼう

（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）

※要予約

10:30～11:30
歯医者さんと遊ぼう！

（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）

地域の歯医者さんが遊びに来てくれます。のんびりおしゃべりしながら，
お口の中の気になること，歯磨きの疑問等，気軽に相談できますよ。保護
者の相談もOK！※歯ブラシ持参であれば仕上げ磨きチェックもできます。

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。

10:30～ ばあばも一緒（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）
地域のばあばが遊びに来てくれます。子育て・孫育ての先輩方とゆったり
まったり過ごしましょう♪

26日(月)

27日(火)

28日(水)

29日(木)

30日(金)


